
○　日々の保育内容(園での生活や遊びなど)について、お子さんの様子などを

　　見て、どう思われますか。

　　①満足している　    69名　　　    　　②概ね満足している　　　５名

　　③やや不満である　　　　0名　　　　　④不満である　　　　　　　　　0名

・園外の散歩やバスでの遠出など、楽しい経験をさせてもらっています。

・年齢に合わせた遊びや教育をしてくれて、とても良いと思う。

・行事に力を入れてくれて、毎回楽しませてもらっています。

・家では出来ない遊びや体操、製作活動などをしてくれて子どもも楽しく学んでいる様子なので

　とても満足です。

・毎日違うカリキュラムで、近くの公園に散歩しながら遊びに行ったりと、子どもが楽しそうだから。

・外遊びも多く散歩もとても楽しいとよく話しています。クラスの遊びの映像が観られるのも良いです。

・お迎えが遅くお友だちがみんな帰った後でも先生が相手してくださっているので、本人は寂しくない

　ようです。ご機嫌で帰宅できています。

・イベントが多く先生も沢山いて、楽しそう。

・今日の出来事をいつも楽しそうに報告してくれるし、子ども達の為にと色んな遊び道具や教材が

　揃っているから。

○　ゆたかを希望した理由はなんですか？

　平成２９年度保護者アンケートから「ご意見」「ご提案」自由記述を抜粋し、公表しました。　

　※アンケート項目に「アンケート回答内容の第三者への掲示及び公表について」

　　　「承諾する」「どちらでもいい」に記入した方のみ公表しました。

　　・自宅から近いから　　　４３名　・保育内容　　４８名　・園庭が広い　　１８名

　　・先生の雰囲気　　４１名　・定員が空いてたから　　５名　・園長先生の人柄　　２４名

　　・職場に近い・通勤途中　　　１６名　・園見学をして　　　１５名　・給食　　　１１名

　　　　・保育時間　　　１５名　・特に理由はない　　　０名　　その他　　　１１名

ゆたか保育園

ご意見・ご提案 



・保育園へお迎えに行くと、同じクラスのお友だちが我が子の名前を呼び「お迎えきたよー」と

　教えてくれたり、手を繋いで連れてきてくれたり。微笑ましい様子が見られます。

　お友だちと伸び伸び遊ぶ姿はとても嬉しく思います。

・体操やバスでのお出かけは、以前までの保育園ではなかったので、新しい体験が沢山出来ていて

　子ども自身も楽しそうに話してくれている。

・安全にケガなく見守ってくれている。園での様子を笑顔で話してくれる。

・良く子どもの事を見てくれていただいてると思う。子どもも先生の事が好きみたいです。

・子どもの為の行事や先生達の頑張りを見て、子どもも毎日保育園の事を楽しそうに話していたり、

　子どもの成長を見ていると先生達のおかげだと感じています。

・先生達頑張っている。

・月齢に応じて、英語レッスンや文字のおけいこなどを取り入れているので満足です。

・いつも丁寧に関わって頂きありがとうございます。

・他園と比べても、やはりいいと感じます。

・子どもが見つけた先生の名前を大きな声で呼び、

　「〇〇先生ー！バイバイ！」とニコニコ笑顔を見せてくれるとこちらまで嬉しくなります。

・日々の成長を感じることが出来ているので、大変満足しております！正直ゆっくりかまう時間

　（教える）が思う様に取れないのですが、園で先生方が、しっかり教えて下さるので、

　とても助かります。保育園様々です。

・文字のおけいこや、体操、英語など子どもの教育面にもとても力を入れていて子どもにとっても

　とても良い環境になっている。習ったことを、家でも実践したりしている。

・英語レッスンや体操、バスでお出かけ等家でも習ったことを披露してくれるので楽しいと思います。

・お迎えをした３０分後すぐに、「早く学校に行きたい！」と言われた時は、子どもも満足して

　お友だちと学校生活を送っているんだんなぁと安心しました。

・楽しく過ごしている様子はもちろん、小さな変化などにも気づいてもらい、お迎え時に伝えてくれ

　助かっています。

・お友だちとの関わりも増え、楽しい園生活を過ごしている様に感じます。

・「ママが良い！早お迎えがいい！」と毎日のように話すものの、早めに迎えると「なんで早く迎えに

　くるの？」と言われます（笑）内容も盛りだくさんで興味・関心を刺激されていると感じます。

・子どもがとても成長しているのが分かり、跳び箱が飛べるようになったり、マラソンで体力が

　ついているのが嬉しいです。字や絵も上手になり、自分で興味があることに集中して取り組む力が

　ついたと思います。

・毎日の出来事を楽しく、話してくれるので、子どもも満足してると思います。



・ぞう組で文字の書き方などの教育をしてもらって、今ではカタカナも読めるまでに成長していて

　ビックリです！

・自分から「今日○○したよ～」「○○とあそんだよ～」と顔もいきいきしているから

　楽しさが伝わってきます。

・寒い日は園庭での遊びは考えてほしいと思いました。朝の園庭もどうかなと思います。

　たくさんのお褒めのお言葉ありがとうございます。保育士もやりがいを感じ、これからの

　保育の活力になります。

　　年齢を重ねるごとに活動が増え、体験学習・見学学習をたくさん取り入れています。また、

　こども達の「これなに?」「どうやってつくるの?」に耳を傾け、課題に沿ってみんなで

　取り組んだり、図鑑を見ながらお散歩し、子ども同士で発見や驚きを共感するといった

　子ども達からの発信を大切にしています。

　具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方、考え方を生かし、自立心を育てる

　お手伝いに心掛けています。

　また、各クラスでコーナー保育が充実し、一人で集中する場所・子ども同士で協力仕合う

　場所・くつろげる場所で、子ども達が今何を求めているのか、環境作りも大切にしています。

　　子ども達が日々楽しい！と思える環境をこれからも確立する為、子どもと担任との信頼

　関係を築き、第２のお家のお父さん・お母さんを目指していきます。

　保育士が子ども達と向き合い楽しく保育できるのは、保護者の皆様のご協力あっての事だと

　心から感じております。これからもゆたか保育園を宜しくお願い致します。

○　行事について、親子の行事に参加をされて、どうおもわれましたか？

　　①満足している　　　６７名　　　　　②概ね満足している　　　　７名

　　③やや不満である　　　０名　　　　　④不満である　　　　　　　０　　名

・行事の数も適度で、場所や時間なども配慮されてると思います。

・練習で疲れている様子がないのでありがたい。

・すべての行事が楽しみで、心待ちにしています。子どものダンスや歌を観るとクオリティーの

　高さに先生方の頑張りが感じられて、ありがたく思います。

・駐車場等もしっかり整備されていて、助かります。

・ゆたか祭りでは色々なコーナーがあって家族で楽しめた。

・行事に参加し、先生方が色々日々子どもたちへ教えてくれている礼儀・言葉などが日々の子どもといると解るし、　　　　　

　プラスになっていること、本当に色々準備大変なはずなのにステキに楽しくしてくれる学校の先生・他の親子さんにも

　とても感謝し、今後も楽しみになるので満足しております。

・先生たちがとても一生懸命で子ども達が楽しくニコニコしている姿を見て、ゆたかに通わせて良かったなあと

　毎回感じてます。おゆうぎ会では、個性を活かし、楽しそうに踊る姿がとても可愛かったです。



・子どもたちの頑張っている所を楽しみに行事へ参加するのですが、それよりも先生方のがんばりの方がすごいので、

　とても感謝しています。いつもありがとうございます。

・子ども達が楽しんでいるのを見て、自分達も楽しんでます。


　「先生達すごいがんばってるなー」って思います。先生達も一緒に楽しんでる感があってうれしい。

・すべての行事に時間の負担をできるだけ減らしていることがわかります。内容もすばらしいです。

・毎日家に帰ると子どもが「今日○○したよ」と練習した日は言ってくるし、本番での様子をビデオに撮って

　それを見せると、何度も見直して本人もとっても楽しんでいるから。

・先生方が楽しまれているので子ども達も楽しめていると思う。手をぬいている感じがなく、

　行事ごとはいつも楽しみにしてます。(他の園とぜんぜん違いますよ)

・子どもも楽しそうにしていて、先生達に、行事があるたび感謝でいっぱいです。

・園児の人数も多いなか、行事の準備もしっかりできていて、行事も先生達が協力して進行しているのを見て、

　園で行事の練習したことを家でも楽しそうに話してくれると親子で行事に参加するのがとても楽しみです。

・保育士を尊敬しています。園児の人数多い中、一人一人平等に役割があって他の学年やクラスの出し物も思わず

　見たくなる内容です。

・子どもも楽しそうに参加している。先生たちの頑張りが素晴らしい。

・行事ごとに子どもの成長を１つ１つ感じることができ、また、いつも母親の負担が多くなりがちですが、

　行事を親子で楽しむことで、父親も積極的に育児に関われるので満足です。

・キューピーなので出番が少ないのは当たり前ですが、もう少し成長した姿(保育園での様子)を

　見れたらなーと思ってしまいます。

・全ての行事を楽しく参加できました。

・お兄ちゃん・お姉ちゃんや先生方が自ら楽しんでいる姿を見て小さいながらに雰囲気でテンションが↑

　するのが分かりました！子ども達も親も楽しめて良かったと思います。(ゆたか祭り)

・ゆたか祭り楽しかったです。ふだん分園へしか行かないので本園の中を見ることもできて良かった。


　保護者役員の方々が行事毎にすごく頑張られているのに驚きました。

・適度な間をあけてイベントがあるのでスケジュールを組めるので参加しやすいし、毎回大きな場所や舞台で

　祭りのようで楽しくて良いです。おゆうぎ会のダンスは、今でも家で踊ってくれます。

・普段、お家では見られない集団の様子が見れて満足しています。非認知的能力がいかに大事か

　考えさせられています。行事が終わってもその時の出来事を思い出して本人も楽しそうにお話してくれていますよ。

・親子楽しく行事に参加できています。人数が多いので席取りなどは大変ですが、にぎやかで楽しいです。

・子どもも一生懸命本番を迎えていますし、先生方も熱心に感じています。


　ただ、人数が多いので、行事の時期やせかせかした印象も受けます。仕方ないんですが･･･。



・行事に一緒に参加する事で、普段は見れない様子や表情を見る事が出来、活き活きとした姿に凄く成長を感じ、

　感動し感謝しています。子どもが表現する事の楽しさを身につけ、楽しく嬉しそうに行事の事を

　話してくれるのでとても嬉しいです。

・毎回雰囲気のいいイベントに感じ、感動しています。子ども達も私たちも楽しいです。

・家での練習は少し恥ずかしそうにしていますが、本番になると他のお友だちもいるからか、

　いつもこんな楽しそうに園では過ごしているんだなぁと感じています。

・園児も先生方も頑張っていて楽しめました。

・運動会は市民体育館で行う為駐車場もあり、ゆったりと見れて雨の延期もなく大変満足している。

・行事の内容や催し事が、子どもだけではなく保護者も楽しめるように工夫がされている。

・行事も多く、参加する度に子どもの成長を感じています。また先生達の努力もすごく感じられる

　事ができ、とても感謝しています。

・特におゆうぎ会は毎日のように練習があり、「すごいな、力が入っているな」と感じました！

　その結果が観れて満足でした。

・子どもといる時間が増え、楽しい思い出が残る。様々な行事があり、参加するごとに成長を感じる。

・園での子どもの様子や先生方とのコミュケーションが取れて安心して任せられる。

　行事の時は先生達も忙しく動いているので大変なんだなと思います。本当にありがとうございます。

・先生方も遅くまで残って頑張っているのを見て子ども達の頑張りに毎回感動しています。

・これだけ多くの園児がいて、かつ沖縄県№１のマンモス園にもかかわらず、これだけもりだくさんの行事。すばらしい

　です。これも全て園長先生はじめ職員の皆様のおかげです。ありがとうございます。

・今年ゆたか祭りに初めて参加しましたが、とても楽しかったです。というよりも先生方の作りだす力がスゴイ！と

　おもいました。祭りだけではなく、運動会、おゆうぎ会、を見ても、先生方のサポートあっての子の成長、成功だと

　いつも感じています。

・運動会の撮影スペース、とても良いアイディアだと思いました！

・衣装や道具もビックリするほど素晴らしく準備されていて先生方はとても大変だろうけど、とても見ごたえがあり

　感謝しています。子どもも行事をとても楽しみ、撮影したビデオやDVDを何度も観てます。

・おゆうぎ会も子ども達一人ひとりが楽しそうに、また一生懸命に臨んで、感動させられました。他の行事も同様です。

　子ども達の成長も感じられ、先生方の指導にも大変感謝しています。

・行事に参加する事で、子どもの成長を感じ、また子どもも自信へとつながるのでこれからも行ってほしいです。

・学年に応じた演技構成等を教えてくれているんだなぁと思いました。うさぎ組になるとナレーションも自分達で

　やっていたので！　手づくりの衣装も毎回感激します。お忙しいなか本当にありがとうございました。

・大人数で構成を取りまとめる先生方のお力は、本当すごいと思います。

　またそれを乗り切った子どもの成長をいつも感じています。



・父親が役員をやれることで、園との交流も増え父親の出番が、子育ての場で増えて良い。

　子どもの家では見れない姿が見れて、嬉しいです。運動会お遊戯会など家族が来るのが嬉しくて

　練習頑張っていると思います。

・色々な行事を含め、子どもの成長をすごく感じる場面が多いと思います。

・行事の練習の様子や本番での感想をよく聞くのですが、自分や友だちと一緒になって

　頑張っている様子が聞けます。また、良い意味でライバル視できる様になったり

　自分の目標を持ったりすることが出来てる様に感じます。

・希望した理由は適当でしたが、入園してみてとても満足しました。子どもが園での様子を

　楽しく話してくれます。行事も園児という事を忘れるほど完成度が高い。

・とても先生達のクオリティが高いと思い、問題なく子どもを預けられます。

・毎イベント事に子どもの成長を感じて、うるうる嬉し泣きしそう？してます！

　とび箱やダンス…いろんな事にチャレンジする姿をみて、楽しいし嬉しいです。

　　たくさんの行事にご参加頂きありがとうございます。

　子ども達は行事を通して少しずつ成長していきます。また保護者から「すごいね」

　「じょうずだったよ」の言葉かけで、自信がつき次も頑張る意欲がでる子ども達です。

　保護者や保育士からの励まし、褒め言葉はとても大切で子ども達の心を育んでいきます。

　これからも職員一同磨きをかけ、子ども達が「楽しい」と思え、保護者の皆様と一緒に

　楽しめる行事にしていきたいと考えています。

・春の遠足は年度初めの行事と言う事で楽しみに参加しましたが、全体的に無駄な時間が長く正直とても疲れてしまい

　次回は参加しないかもと思いました。遠足なので開会式には時間をかけず、主のレクリエーションだけを希望します。

・マラソン大会のあとのもちつきは、親子ではなく園の行事としてやってほしいと感じます。

　（親なしで）並んであの量の（もち・ぜんざい）を取るのは・・・園でやって思う存分

　子ども達に食べさせると良いと思います。

・ハロウィンパレードこども達のみではどうでしょうか？検討お願いします。

・親子で参加できる行事が多いのは、嬉しい事ですが、例えば運動会やおゆうぎ会の時間が長めなのが

　気になります、園児が多いので時間短縮は厳しいと思いますが、職員余興なしで全体の時間を縮めてもいいのかな？

　　平成２９年度は３１５名のお子様をお預かりしました。

　職員一同子ども達・保護者の皆様と一緒に楽しみ、たくさんの行事を通し子ども達との

　会話から、保護者と保育士との共通の話題で関係が築けるのかなと考えています。

　　行事に関して私たちも気づかなかった部分でもあります。上記に関しましては、

　検討材料とさせて頂きます。

○　給食について、献立、食材、量、アレルギー食対応などから

　　どう思われますか？



　　①満足している　　６８　名　　　　　②概ね満足している　　　　９　　名

　　③やや不満である　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　０　　名

・献立面・量などすごく満足してます。他の学校の献立を聞く事が多々あったので、

　ゆたかに入れて本当に良かったと思ってます。

・栄養管理がしっかりしていると思う。

・子どもに合った食事、細かく刻んだのから始まり少しずつステップアップしてもらって助かりました。

　帰りに毎回展示食を指差し美味しかったアピールしてますよ。

・どんなものを食べさせていいのかの目安になります。家の食事だけだと、

　どうしてもバランス悪いので、色んな物へチャレンジで良い。

・家ではバタバタで簡単に作って終わってしまうので、保育園みたいにちゃんと考えてご飯作れてないので･･･

　毎日「おいしそうだなー」って見てます。

・帰宅後、空腹のイライラがないので満足していると思われます。

・毎日帰るときにその日の給食を見るとバランス良さそうなメニューなので。

・栄養面でもしっかりと考えて下さった毎日とてもおいしそうなメニューで、家では野菜等、

　嫌々の息子でも毎日完食させていただいているようでありがたいです。

・玄関のところにある今日の献立をみておいしそうだねーっと子どもといつも見ています。

・卵アレルギーがあるため、大変助かっています。

・園からの帰りに展示食を見て「今日これ食べたよー」「全部食べたー！おいしかったー！」とお話ししています。

　家では食べない物を給食では食べてくれることがあり、きちんと献立を考えてくれていることに感謝です。

・月齢に合わせて離乳食から幼児食への切り替えや、バランスよく献立がくまれてるため、自宅でも参考にしています。

・いつも残さず食べているので、満足していると思います。

・お家でのメニューの参考にしたりしています。(どういったメニューをあげているのか等)


　個人に合わせて大盛りにしてくれたり、助かります。

・子どもが足りない感じの場合は、大盛りにして対応して頂いて、有難かったです。

・食育を通してたくさんの食材の名前を覚えています。一緒に買い物へ行くと全ての野菜の名前を

　ゆび指しながら歩いていたのでびっくりしました。園での給食は全ておいしいみたいです。

・いつも完食！ありがとうございます。

･甘いもの(菓子・せんべい)は、自宅であげているか確認して欲しいと思った。

・沢山種類があり、栄養も取れて満足です。美味しいようで毎日完食しています。



・家で食べている量より多いので、食べれるのが心配でしたが、よく食べてる様で安心しました。

・子どもも毎日全部食べて、大好きなようですし、メニューもたくさんあって良いです。離乳食の頃は、

　少しバンビ寄りのごはんが盛り込まれていましたが、そのときは配分が分かりにくいなと感じました。

・満足しています。家でも参考にさせてもらっています。

・野菜が多く、家ではなかなか食べない食材も摂れるのでありがたいです。


　ポークやベーコンは脂肪や塩分が気になるので、少なめが良いな･･･と思います。

・献立もとてもバランス良く、お迎え時に展示食を見るのが楽しいです。給食参観の時に、

　ヨーグルトも手作りという話を聞いて、安心して子どもが食べられる事に感謝しています。

　味もおいしいようで、量も良いと思います。

・栄養面をすごく考えてくださり、ありがとうございます。子ども達も美味しいと言ってます。

・毎日完食してるので。

・家では食べないものも園では食べてくれるので、色々な料理が出ていてありがたいです。

・1人1人に合った量を入れて食べさせてくれるので満足！！

・献立だけではなく、今日の給食を展示しているのもとても良いです。

・自宅では甘えもあるのかほとんど野菜を食べないのに、保育園ではいつも「全量」に○が

　ついているのですごいなと思います。行事で味見した時もすごく美味しくて教えて

　頂きたいくらいです。

・量も調整して頂いてる様で、栄養も考えられている。(野菜や汁物がありがたい)

・給食のように完璧な栄養計算はできないし、おやつも手作りだから。

・献立表や展示食から、食事の内容を知る事ができ、安心感がとてもあります。

　好き嫌いせず、毎回完食しているようで、食事についても大変満足です。

・園では苦手な野菜もちゃんと食べているみたいのなので笑

・色々な食材を工夫している。「美味しい」と家で話す。

・家では偏ってしまう事が多いので、給食はとてもありがたいです。

　子どもも「おいしかった」と言っています。量は聞いたことがないので今後聞いてみます。

・家ではあまり食べないものも、美味しかったと話しているので満足しています。

・いつもおいしそうだなぁ～と思ってます。

・お家では食べない食材も給食では食べる子ども達(笑)助かってます。

　特にカレーは、毎回ペロリと完食してる様子です。

・バラエティーに富んだメニューでとても満足している。「給食はおいしい」と子どもも言っていて



　苦手な食材も給食でなら食べられたりしている。

・朝、登園の時に、今日いい匂いがする！今日は○○だねと母の私が美味しそうと想像して

　楽しんでいます。おやつも手作りで、子ども達も喜んで食べてます。

・毎日の献立を展示してくれるおかげで、子ども達も朝から献立を確認して

　「今日は○○だーやったー！」と喜んでいます。

・展示食を見ながら「今日は○○だったよー」と「美味しかったよ～」と

　こどもとの会話が弾みます。

・量もすごく多く、素材の味も残した、味付けだと思います。

・家では食べない野菜も園ではみんなが食べている姿を見て、頑張って食べているのでうれしいです。

　給食は美味しいと喜んでいます。

・きちんとバランスが取れている。サンプルを見せてくれて安心が出来る。

・降園時に「今日の給食見て―」と毎日見せてくる。おいしいんだなとうらやましく思う。

・子どもが「○○○美味しかった～」「おかわりした～」など、いい言葉しか聞いたことがありません。

・お昼ごはんは満足ですが、おやつの量が少ない感じです。日によっておやつが違うと

　思いますが、「今日のおやつは足りなかった」という子ども達です。

・少し量が少なく感じます。

　コスモ・フーズ(株)を委託し、４年目になります。栄養士によるバランスの摂れた献立

　を毎月提供され、季節に応じた食材や伝統料理を組み入れており、子ども達は毎日のように

　「きょうのごはんな～に」と聞きにきます。　子どもによって食の変動があり展示食は

　あくまでも基準ですので、各年齢や個々に合わせた量になっています。子ども達の希望により

　おかわりが可能となってます。　

　また、子ども達が楽しく食に関心を持つよう、年中・年長児は毎月コスモ・フーズ(株)さんに

　よる食育を行なっています。ばい菌についてのお話やクッキングをして食育を楽しんでいます。

　各クラスでは季節の野菜を栽培し、その野菜を使用したクッキングを行い、子ども達と楽しい

　食育を行っています。

○　職員の子どもの接し方についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　６５　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　８　名

　　③やや不満である　　　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　０　名

・えっちゃん先生、かんな先生やさしいと聞きます。

　子どもの言う通りいつもニコニコしてます。

　先生は子供の話をうまく受け止める事（上手に）ができるんだな～とおたより帳などからも伝わります。

　さすがです！！

・担任の先生も、その他の先生も大好きなようです。

　スマホで流行の歌のダンスを一緒にやるのはアリだと思います。スマホを単にダメと



　言うのではなく、コミュニケーションツールとしての使い方を教えていただいた気がした。

・担当の先生以外の先生方も子供の名前をおぼえてくれてうれしく思います。

・担当の先生じゃない方も子供の名前も覚えてくれていて、朝や帰りに名前をよんで声をかけてくれるのでうれしい。

・引渡しの際に今日の出来事が聞けるのでとても安心です。

　担当、学年も違う先生方にも名前を覚えて貰えているのに感動してます。

・いつも笑顔で対応してくださるので特に不満はありません。

　他のクラスの先生でも名前を覚えてくださっているのですごいなと思います。

・いつも笑顔で受け入れてくれてありがたいです。子供も先生が大好きの様です♡

・担任の先生以外も優しく接してくれているので、異年齢クラスの

　先生の名前も沢山覚えているのだと私は思っています。保護者の見えない所でも、

　子供達と良い関わりをきっとしてくれているんだなと感じています。

・保育園の送迎時、笑顔で子供と接してくれている様子を見て、とても嬉しく思います。

　また、１度クラスの先生が我が子を叱っている様子に遭遇したことがあります。

　子供と目線を同じにし、根気強く話している様子はありがたいと思いました。

・先生方にはとても良く関わってもらっていると思います！お迎えの時も、

　今日の様子を教えてもらい、動画も見ながら日々の様子がよくわかり満足です。

・悪いことしたら叱ってくれる。言葉使いを配慮して対応している。

・忙しい中一生(所)懸命接してもらってくださり感謝しています。

・受け入れや帰りでも連絡事項を伝えたりとしっかりしてるのですごく安心しています。

　小さなケガ等の報告もありがたいです。

・他のクラスの先生が名前を覚えてくれるのは嬉しいです。

・いつもおたより帳を見ると、子供をしっかりと見てくれていると感じます。

　なので個人的には、ウサギ組から先生のコメントがなくなるのでさみしいです…。

　→もちろん、記入時間、人数にかぎりがあると理解してます。

・他のクラスの生徒の名前も先生達は把握していて、すごいなと思ってます。

　子ども達の行動にきちんと目が行き届いているのが感じられて安心して預ける事ができます。

・どの先生も笑顔で優しく声かけをしてくれて感謝しています。

・どの子どもにも声かけが行き届いていると思います。

・クラス関係なく、全ての子へ声かけをしてくれているのが安心します。

　みんなの名前を覚えてくれているのがすごいなぁと思う。

・他のクラスの先生も子供の名前を覚えてくれていたり、

　笑顔であいさつしてくれるのでうれしいです。



・子供の性格をちゃんと把握出来ていると思います。相談もしやすいです。

・最近は家庭環境が影響する様な話をよく聞きます。権利意識の強い保護者等もいるかも

　知らないですが、先生方は頑張っていると思います。

・ちゃんと名前も覚えていて、先生達はすばらしいと思います。

・「○○先生　嫌」とか「嫌い」とか、聞いたことありません！

　私（保護者）に対する対応も明るく接してくれています(^O^)

・進級し、れんらくノートは共通コメントとなったため、昨年に比べ、なかなか子供の様子が

　わかりづらいことはありますが、何かあった時などは必ず先生からお話が聞けるので助かります。

保護者の皆様からたくさんのお褒めの言葉や、貴重なご意見ありがとうございます。

ゆたかに通う可愛い子ども達一人ひとりは、ゆたかの家族です。一日の大半を保育園で

過ごしていますので、保育士は第2のお家のお父さんお母さんとして、子ども達と関わり

楽しく過ごしています。又０～３歳児のおたよりノートや朝の受け入れ、帰りの送りは、

保護者と保育士のコミュニケーションツールとなります。年齢の小さいクラスは特に受け

入れや送りの際、お話の場を持つように努めていますが、その際出入口で少し混雑が

見受けられ待っている保護者の皆様へご迷惑をお掛けしています。大切なお子様の

園での様子、ご家庭での様子を把握するのは大切な事だと考えておりますので、ご理解

ご協力をよろしくお願い致します。

○　職員の保護者対応についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　６５　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　９　名

　　③やや不満である　　　　１　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　０　名

・いつも子どもの様子をしっかり見ているから伝えてくれる情報も多く、園での様子など私にとってはとても楽しみです。

・園での様子をわかりやすく伝えてくれる。

・日々の学校での内容や体調の変化での気づきをすぐ教えていただきアドバイスいただけ、

　声かけもしていただけるので、満足しております。

・送迎時の先生方の笑顔にいつも癒されてます。

・朝、門でのあいさつ、すごく気持ち良いです。雨の日は気遣いもあり、寒い中でもありがとうございます。

・どの先生も毎日ニコニコで明るい！その日の事を教えてくれる時も、話していて楽しい。

・担当じゃない先生でも子どものその日の様子をお迎えの時に話してくれるので、

　クラス全体で子ども１人１人を見ているんだなと思った。

・とても親身になって、今日一日の様子もこと細かく教えてくださったりとか一生懸命さも伝わり、

　何よりもどの先生方も明るく笑顔が素敵です。



・今日あった出来事を話してくれるので安心してます。つめなどもしっかりみてくれていて、

　少しの変化も(体調など)伝えてくれるので助かってます。

・子どもの生活面等の悩みを聞いてくれ、意見が聞けて助かっています。

・先生方の対応や言葉づかいはとても良いと思います。子どもの事で相談があるときも親身になって聞いてくれて、

　一緒になって対応を考えてもらいとても助かっています。どの先生が朝受け入れしても安心してまかせられています。

・小さな事や、ちょっとした事でもすぐ報告、連絡してくれるので隠し事もなければ、

　ウソもついてない。とても信用しています。

・保護者会もやっていることもあり、積極的に話しかけてもらえたり、相談もしやすい環境をつくってくれてる。

・どの先生もいつも笑顔で対応してくれる。また、ちょっとした成長のできごとや、１日のできごとなど

　お話してくれたり、育児の悩みも答えて頂けるので安心して仕事できます。

・保育園探しをしている時、ゆたか保育園の先生たちが１番にこにこしていて、

　服装もきれいでした。(清潔感がありました)入園してからも、それはすごく感じます。

・子どもに対しての気づきなど親が分かりにくい事も教えて頂いてます。

・アドバイスも頂いたり、一日の様子も細かく伝えてくれます。満足しています！

・気持ちよくあいさつしてくれていると思います。こちらの問いにもちゃんと答えて対応してくれてると思います。

・お迎えが混んだ時に、３～４人列になってしまうのはどうにか解消してほしいです。

・毎日、登園時や帰りのお迎え時に娘の保育園の様子を話してくれています。


　クラス以外の先生にも名前で声かけてもらったり、とても園の様子がよく、私も安心してあずけさせてもらっています。

・分からないこと等をいつも迅速に答えてくれ、パンフレットを掲示して分かりやすく

　教えてくれるので、とても満足しています。

　

・先生方、職員の皆様にはいつも笑顔で接して頂き、朝登園時に担任の先生方と会話をし元気をもらっています。

　お迎え時もいつも子どもの様子を話して伝えて頂いて、安心しています。子どもとの接し方を見て学ぶ事もあり

　感謝しています。色々相談や伝えやすく助かっています。

・とても丁寧な対応でありがたいです。

・朝、夕と門前にいる職員が声かけしてくれるので嬉しいし、安心感があります。

　たわいもない話も聞いてくれるので話しやすいです。

・事務の男の先生が、保護者が誰の親なのかも覚えてくれていてすごいと思った。

・何も言う事ありません。今のままで十分です。

・日常生活の中で子どもへの悩みなど相談しやすいので、困った事があれば遠慮なく聞いて

　もらっています。経験豊富な先生のアドバイスはすごく役に立っていて、親としても感情的になる

　ことなく、子どもと向きあうことができるようになっていると感じています。



・いつも感謝しています。気づかいもしてくれる。

・一部の先生があまり積極的にあいさつをしてくれないと感じることがある。

・子どもの気になることや成長の上で不安に思うことを、連絡帳や面談で相談でき、安心して

　子育てできていると感じます。以前、子どもがケガをした際は、クラス以外の先生まで状況把握して

　おり、職員間での情報共有の速さに驚きました。

・丁寧に説明してくれて一日の様子や雰囲気が伝わる。的確で良い提案をしてくれて助かります。

・話しやすい雰囲気です。

・いつも声かけしてくれたり、不安な時にあたたかいコメントを下さるので、とてもとても助けられて

　ます！！

・今日の様子が書かれているボードやビデオの映像を見ることができるのはとても有り難く嬉しく

　思います。先生方からのお迎え時の話などからも子どもの様子がよくわかり有り難いです。

・園も今年度から増えて、新しい先生方？が朝、夕のあいさつで立っていますが、笑顔もぎこちない

　ですが、私達保護者も子ども達を預けるうえで信頼して頑張ってほしいと思っています。

　先輩先生方は更に手本となり、担当クラスの保護者以外にもあいさつ頑張ってください。

・連絡事項の配信メールはとても良いと思います。

・いろいろな先生（クラス以外でも）が、出来事や思ったことを伝えてくれる。

・子どもにあったことを迎える時に話して下さるので安心しています。

・すごく丁寧な対応に満足しています。

・全ての保護者から満足を貰える様なことは無いと思います。一番は子どもたちの為に、を最優先

　にしてもらえたら良いと思います。あとは管理者の強いリーダーシップに限ると思います。そうすれば、

　職員も意欲が出ると思います。

・ちゃんと報告などもしてくれるので問題ないです。

・いつも明るく元気に接してくれて「悩みあったらいつでも言って下さいね」と、とても嬉しいし、親近感わきます！

・隣のクラスで担任になったことはありませんが、こうた先生、お迎えに行くと「あれ？この傷どうした

　のかな？担任に聞いてみますね」と私たち親でも、「え？」「どこ？」と気づかない顔の傷を見つけ

　てくださったことが２回程ありました。男性保育士さんですが細かいな～と感心しちゃいました。

　クラスは違いますがたまに遊んでもらうことはあるのでしょうか？あまり園での様子は話さない息子

　ですが「こうた先生がさ～」と嬉しそうに話をしますよ。

・職員の方が保護者の名前を呼んでくれるのは良いが、その職員の紹介もないまま呼ばれるのは

　違和感がある。
(職員紹介を掲示してみては)

・あいさつがあまりないですね。以前はよく声かけたりありましたが、先生たちがだいぶ変わり

　あいさつがなくなりました。残念ですね。



　朝の受け入れも良くない感じがします。先生たちによりますが…

保護者の皆様の貴重なご意見、誠にありがとうございます。

大切なお子様をお預かりしお父さんお母さんの代わりとなり、お手伝いができるよう職員一同

心掛けています。子ども達が楽しく保育園生活を過ごし、保護者の皆様が安心してお子様を

預けられるよう、小さな事でもお伝えしたり、お話ししたりしています。

お褒めの言葉がたくさんある事にとても嬉しく保育士の糧になります。しかし新人職員、不慣れな

職員への指導が行き渡らず、不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。少し緊張してた

かもしれません。再度全体で周知し、見直していきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。

○　保育園環境（雰囲気）についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　６６　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　７　名

　　③やや不満である　　　　０　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　０　名

・とても清潔感があり、安心。いつも整理されていてスゴイと思いました。

･とても綺麗な環境だと思います。

・登園・降園時も先生方みなさま声かけ・あいさつしていただき、学校もきれいなので、安心して満足してます。

・いつもキレイで安心して通わせてます。

・水槽があり、入った時から気持ち良いです。園もイベントかざりがあり、子ども達も登園の時に教えてくれます。


　庭の砂場ねこちゃんうんち気になります・・・

・イベント事に掲示物をかえたり、お花もたくさんでキレイ。

・絵本コーナーがあり、帰りの時間に親子ともに読むのが楽しみになっています。親向けの本があるのが助かります。

・分園に通わせていただいているので、とても設備も充実していて何より清潔感に満ちあふれていて大満足です。

・園の設備で子どもは遊んでいるのでいいと思う。今日あった動画をみるのが楽しみで、いつも見ています。

・絵本の貸し出しがあり、借りれる日には、子どもも、嬉しそうにしていて、助かる。

・登園時、降園時に先生たちが駐車場の誘導をしてくれているので助かっています。


　絵本の貸し出しもたくさんの絵本があることにびっくりしました。

・先生どおしも仲良く仕事ができているのがわかる程雰囲気が良い。どの先生へも気軽に話せます。

・インフルエンザなど伝染病の情報掲示もしっかりやってくれるし、園内は清潔で、

　とにかく雰囲気が明るいので満足しています。

・情報や案内が目につきやすいので、見逃しモレ等がなく助かります。(メール案内も含めて)


　駐車場の混んでる時間帯も外で誘導してくれるのでありがたいです。いつも寒い中ありがとうございます！

・日々の園での様子をビデオで観せてくれたり等、わかりやすい環境にある。



・ゆたか保育園の雰囲気大好きです。先生方の元気な挨拶や笑顔を見て息子も「元気にあいさつする～」

　と言いながら登園します。子ども達のよい見本となっていると思います。

・クラスの前にあるモニターはいいと思います。その日の子ども達の様子が見れて、毎日見ています。

・いつもキレイで魚水槽もピカピカでステキな保育園です。

・外面から室内もいつもきれいで、私以外の祖父母が迎えに行った後も“きれいでいいね”とほめています。

　絵本コーナーも娘も大好きでのびのびと園の環境に満足しています。


・いつも掃除が行き届いていて気持ちが良いです。

・登園や降園時にいつも園での様子を動画で流してくれているので観るのを楽しみにしています。

　行事や季節によって置物や飾り物をしていて、子どもと一緒に親子で楽しめてとても良いと思います。

　絵本の貸し出しも子どもが気に入っているのでありがたいです。環境がとても充実していると思います。

・寒い中でも外での子どもたちの受け入れありがとうございます。ですが、先生方も体調崩すと大変です。逆に心配です

　よ～寒い（雨）などは中に入って下さいね。いつもありがとうございます。お疲れ様です。

・いつもきれいで清潔です。

・季節ごとの飾りは毎回子どもも楽しみにしています。

・子どもが塗った塗り絵を展示してくれたり、毎回の保育の様子が見れるムービーなどとってもイイ！！

・新しい絵本が増えると嬉しいです。少しずつでも…。

・平日のお迎えはほぼ祖父母にお願いしているのですが、時々絵本を借りてくるときに１階と２階どこで借りたのか、返

　脚時少し時間がかかってしまう（祖父母もすぐ忘れてしまうのでダメなのですが）ので、どこの絵本かすぐ分かるような

　目印があればいいなと思います。

ご意見ありがとうございます。改善出来るよう検討致します。

・保育園内に季節も感じられて、駐車場も混まずにできています。

・お知らせなどを一か所ではなく、何か所も分かりやすい所に貼りだしてくれてチェックしやすい。

　いつも清潔感を感じる。

・清潔感が感じられ、保育園の前にある花もすごく良いと思います。子どもも花を植え、毎回降園時にはお花

　（自分が植えた）に「大きくなってね」と声をかける姿は、とても微笑ましいです。

・毎回教室の前の小さなホワイトボードと動画を見るのが楽しみです。絵も凝っているなぁと感心します。

　お花もたくさんあり、良い環境だと思います。カメがいるのもすごいと思います。

・アンケートも含め情報開示を積極的に行ってくれているのがとても良い。

　一日の保育の様子がスクリーンで見られるのも良い。

・登園時のあいさつや、雨降り小さい子連れの方への対応などすばらしいです。

・イベントに合った飾りつけ等、子どももすごく喜んでいます♡



・カプラは大人の私でも興味があります（笑）

　年齢別のオモチャが良いと思いました。コーナー遊びも子どもの個性が伸びて良いと思いました。

　もちろん団体遊びもしっかりとするので、頭も心も成長できそう。

・絵本も多く、園庭も広く、室内の道具なども充実していてとても雰囲気が良いと思う。

・クラス前の掲示について、こちらも確認し忘れたり不慣れなこともあるのですが、掲示場所を統一してくれると

　助かります。メールもいただいて助かっています。

・保育の雰囲気はとても素晴らしいと思います。

・子どもたちがみんな元気でニコニコ過ごしていて、いろんなイベント、バスでお出かけも多く活気があって

　とても好きです。朝の園前に立ってあいさつしている先生が昨年度はずっと同じ先生だったので、

　いろんな先生に挨拶してもらうといいなと思いました。毎日１人の先生だと大変そうな感じがして…。

・分園や子ども園の開園など、規模が大きくなっているので、当園に対する地域の期待が大きい証拠だと思います。

・登園、降園時、門の前で先生達（新太郎先生）がいてくれて走り回ることがあるので（子ども）…本当助かります。

・環境は全く不満ではありません。本当にこのゆたか保育園に入れて良かったと常々思いますが、りす組では年の途中

　でクラス編成をするのですか？あまり聞かないので、なぜこの時期なのか戸惑いました。これだけたくさんの園児がいるの

　で、今まで一緒のクラスになったことがないお友達とも交流してほしいと思います。年の途中で混乱がおきないように４月

　のクラス編成をお願いします。

子どもを託す保護者にとって何より願うのは「安心して預けられる環境」だと思います。
園長を中心により良い保育のため最大の努力をして参ります。
ゆたか保育園では、係を決めて活動しています。絵本コーナーでは絵本係の職員が、絵本の
修理や県立図書館へ借りに行ったり、整理整頓を行い心地良く借りて頂く環境を作っているので
是非ご利用下さい。又美化係がお花の手入れや、男性保育士の力で園庭の草刈りを行い園内外
を綺麗に保つよう心掛けています。各クラス保育室前には、ホワイトボードに今日の出来事を掲示
し日中の活動の様子をムービーでお知らせしています。お仕事で疲れた保護者の皆様が、子ども
達の笑顔でホッコリして頂けるよう職員一同努めて参りますので、よろしくお願い致します。

○　おゆうぎ会の２部構成（午前・午後）についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　　５６　名　　　　　②概ね満足している　　　　　　１５　名

　　③やや不満である　　　　０　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　０　名

・いいと思います。

･今回、初めてのおゆうぎ会だった為、最初は館内に入るまでの入り口の混みようはとてもビックリ！しました.

　次年度はもう少し早めに来ようと思いました。構成はとてもよいと思います。今回同様が親として良いですが、

　先生方は大変では･･･？１日で終わらせたほうが私は良いと思いました。

・今回同様、午前と午後の２部構成でいいと思う。


　理由はホールの定員数など時間をズラさないと、非常に混雑するためです。

・通っている子どもが１人なので、中には午前午後となる方もいるのかと思うと大変だと思いますが、

　今回初体験してみてすごく感動しました。



・保育園が大きいので、２部構成良いと思います。日程を替えてってなると大変だから１日で終わった方がいい！

・子ども達の園児数、クラス数を考えると２部構成にしないと厳しいな～と思いましたが(当日の人の多さを見ても)

　午後の部も見てみたかったな～と少し残念な気持ちはあります･･･が、しょうがないですネ。

　２部構成でいいと思います！

・人数が人数なので(午前・午後)の２部でいいと思う。２日にわけると余計大変です。

・園児の人数も多い分、父兄の人数も多いので、今回同様２部構成でいいと思います。


　キリン組さんからは園児の出番も多く、父兄としては楽しみです。２部だと時間にゆとりがあり、

　園児の頑張っている姿がたくさん見れるので２部構成に満足です。

・同日で午前・午後と分けて頂くのはありがたい。兄弟が居ない私達からすると２部構成の方が参加しやすい。

・現在はＱＰとバンビに子がいるので午前で終わりますが、午前・午後にまたがる場合は大変かなと思います。

・個人的にですが･･･午前２回で日程を変えてのほうがうれしいです。

・見やすかったです。１日中(２部構成)で、年が離れていると、兄弟がいる人たちが大変そうだなーと思いましたが、

　別日にするのであれば、どちらかは保育園で預かってもらえると助かるのかなーと思います。

・子どもが２人以上の方は大変なのかな･･･？と思ったりもしますが、

　大ホールで子どもの姿を見れるのは素晴らしいと思います。

・Ｇｏｏｄ！

・別、月で午前２回。上の子と下の子が午前・午後にわかれると１日中は大変かな、子どもが･･･

・日を変えるの大変と思うし、１日丸々使うで問題ないですが、午前おわりに席が空くと、申し訳ないなと思うのと、

　席がなかなか埋まってパツパツになるのが大変だと感じました。

・子どもは１日がかりだと疲れるかもしれませんが、親は２日休みを取る事が

　厳しい場合もあるので、今回の構成が良いです。

・２回にわけるより、午前・午後でいいと思います。日程を変えてしまうと、仕事の都合がむずかしくなると思います。

・人数が多い事もあると思いますので、子ども達の様子に特に問題なければ２部構成でも良いかと思います。

・人数が多いからこのようになるのはしょうがない気はしますが、やはり午前午後の２回に分けて足を運ぶのは大変です。

　でもしょうがないのかな～(-_-;)親の協力がないとやっぱり無理ですもんね。

　わがまま言ってすみません。先生達頑張ってますもんね！！

・席の確保も人数的にやりやすい。

　小さい子どもは長い時間つらいので、２部構成だと休憩できて良いと思います。

・子どもが１人しかいない家庭だとどちらかのみでいいが、２人いて午前、午後になると

　２回席取りをしないといけないので昼休みの間荷物を置いててもいいなどとしていただけるとありがたい。

・午前、午後も参加する人もいるので１日で終われる方がいいです。



・なるべく前方に座り観ることができるようになっています。ただ季節が寒い時なので、朝の並ぶ時間が結構こたえます。

　中に入って待つのは人数的に厳しいとは思いますが…。

・２部構成にしたことで前ほど混み合うこともなくなりゆっくりと見ることができたので良かったと思います。

・内容自体はとても見ごたえがあって満足ですが、兄弟児がいてどちらにも参加となるとお昼時間（大人はいいけれど、

　子どもたちが十分に食べられない）や、午後の部のために早く並ぶことが難しいので、どうにかⅠ部構成で終わるように

　してほしい。

・午前、午後まで子どもがいる家庭は大変だと思う。

　職員の出し物、役員の出し物は無くてもいいと思う。職員も、役員も準備が大変だと思う。

・園児が多い為、２部構成にしている方が近くで子どもを見ることができる為、現状ではいいと思います。

・２部構成だと助かります。

・（日程を変えて午前を２回にするより）どちらかというと、午前、午後の２部構成が良いです。

・２日間の日程は負担かと思います。

・リス組だったので午後集合だったので楽でした。あの人数だったら２部構成じゃないと保護者が入らないかもしれない

　ですね。

・今回同様、ＡＭ，ＰＭの２部構成でも良いと思います。

・先生方の頑張りはとてもスゴイと思う。１日で終わることはいいと思う。先生方のやりやすい日程でいいと思う。

・正直、今回子の出演が午前、午後の両方だったので、丸１日の会は大変でした。でも、大きな園ということもあり、観に

　くる家族世帯を考えると、当日の客席を見ると、午前、午後に分かれるのは仕方ないと思いました…。年齢で日別だと

　休み調整も大変なので、同日希望です。ただ、土曜日が良いです。（先生方も大変だと思うので…）

・午前で行事が終えると正直助かりますが、年少、年長と兄弟がいる方は、２日間おゆうぎ会になると日程調整大変で

　あるのではと思います。

・同じ日の２部構成で良いと思う。

・混雑で運営するより、２部構成に分けて良いと思います。チビッ子たちの演技も見たいのもありますが、

　ＤＶＤ販売もあるし良いと思います。

・午前、午後とも子どもが出演していたので正直大変でした。お昼を挟んでまた並ぶ…とてもきつかったです。

　１回並んでいるので席をそのままとらせてくれてもいいのでは？？と思いましたが難しいのかな…

・今回同様２部構成で良いと思います。

・今現在分けて（午前、午後）がいいです。

・会場の運営上仕方がない様ですが、午前、午後の入れ替えの席の席取りは大変でした。Ｈ２９年度は、当日が冷えた

　ので、けっこう負担もあったのでは？



　午前、午後の部の両方に子どもがいたので、トータルで長い時間の鑑賞は疲れました。

・２部構成のため（役員をしていることもあり）ゆっくり会場に行きましたが、役員席にも座れず残念でした。

　（昨年も役員席に座れませんでしたが…）せめてお父さんだけでも座れたら役員している

　メリットもあるかと思いますが…もう少し配慮しても良いのではないかと思います。例えば、各家庭の席の数を決める等

・今回と同じ午前、午後が良いです。おじいちゃん、おばあちゃんに声をかけるのにも、１日の方が呼びやすいので。

・子ども１人なので満足にしましたが、お子さんが多いご家庭の方々は大変だろうと思いました。

・ただ保護者役員席を設けることは賛成ですが、一家族が何席も使用することは控えてほしいと思います。

　などと、数を決めてほしいです。

・時間は長いですが、子どもたちの成長を感じるのでいいです。

・今のままでいいと思います。

・今回同様で２部構成でいいと思いますが、これだけ大規模な行事ですから先生達に負担がないような

　日程で決めたらいいと思いますよ。保護者のことは二の次で構いません！

大イベントとなるおゆぎ会2部構成という事でご不便おかけしている方もいらっしゃるかと思いますが

保護者の皆様のご理解のもと大盛況で行われました。たくさんのご意見とても勉強になりました。

平成29年度は315名お子様をお預かりし、行事はそのご家族の皆様が参加されます。おゆうぎ会の

会場は786名の席となっていますので全員が入るのが難しく2部構成とさせていただいております。

たくさんの保護者の方から2部構成に賛成いただいていますので、平成30年度も2部構成で進め

させて頂きます。ご兄弟で午前の部、午後の部とお昼を挟んで参加されている保護者の皆様には、

申し訳ありませんが、ご理解の程宜しくお願い致します。貴重なご意見を取り入れながら、平成30年度

のおゆうぎ会がより良いものに仕上がるよう努めていきます。

○　その他何かご意見等がございましたらお聞かせ下さい。

・すばらしい園を支える保育士さんのライフプランが充実するようにお給料のＵＰ↑をぜひお願いします。


　※連絡体制について、分園に通っているが、休みの連絡など分園に電話をすれば良いのか、

　※車送迎の際チャイルドシートを利用してない保護者が多々見受けられる。

　　 (月々のおたよりなどで注意喚起してみては)

　分園に通っていらっしゃいましたら分園にお電話下さい。本園に通いの場合は本園へお電話

　下さい。ですが、どちらかの電話連絡でも内線でお繋ぎすることができますのでどちらでも連絡

　可能です。ご安心下さい。

・前年度のアンケートで分園の階段の端部分が見にくく、足を踏み外しそうになったことがあると

　意見したところ早急に溝部分に色をつけて対応してくれて助かりました。対応後の階段では

　踏み外し等は一切なく、スムーズに登り降りができています。このようにしっかりと保護者の意見を

　聞いて、不満点等の改善を積極的に行う姿勢がとても素晴らしいと思います。

　「今よりももっと良い保育園にしたい！！」という気持ちが子どもたちに良い影響・環境を与えているんだなぁ

　と感じます。ありがとうございます。

　来年度の事業内容拡大に伴い、保育園の行事や園外保育(数が減る)等に支障はありませんか？

　　本園が良いのか明確にしてほしい。



連携保育施設（豊見城こども園・ベビーガーデン）が増えることによって施設内や園庭などの共有や

子ども同士の交流保育で、より活動の幅が広がるなど相乗効果がありますのでご安心下さい。

・１年間日々大変だったと思いますが、色々な本人達の成長に必要とする礼儀・あいさつ・言葉教えていただき

　本当にありがとうございます。毎日一緒にいても本当に１日１日帰ってきては、色んな事を自身の物にして

　楽しんでいる姿！親としてとても嬉しく思います。そして、学校へ行って子どもの知らなかった部分が見えてくる事も

　すごく楽しく、その姿を見て本人がもっともっと成長・親の私達へ教えてくれる日々をうれしい！

　私達には出来ないな！と感謝ばかりです。入園時とても手のかかったうちの子をあいさつ・礼・自身で訴える力を

　そなえて、教えていただき誠にありがとうございます。そして、今後もよろしくお願いいたします。

・保育士の先生たち、いつもありがとうございます。日々感謝です。

・いつも丁寧な保育をして頂き、ありがとうございます。安心して子どもを預けることができるので、

　非常に助かっています。これからも宜しくお願いします。

・上の子は他の保育園卒業生なのですが、いろいろくらべて、行事すごく力を入れてがんばってくれていると思います。

　先生方、いつもパタパタ大変なのにニコニコ笑顔で対応ありがとうございます！園へ行き、子どもの成長する姿を見て、

　ますます楽しみがふえてまーす。これからも宜しくお願いします。

・先生方、子ども達がお世話になってます！毎日本当尊敬します。「～したよー、楽しかったよー」と

　毎日お話してくれるし、先生達とのお話もとても楽しいです。これからもお世話になるので宜しくお願いします。

・男の子でウーマクーな方の為、家では十分に遊んであげられてませんが、園生活は楽しいようで、

　成長が感じられます。先生方が一人ずつ、みてくれているのが感じられます。

・最初は県内でも園児数の多いマンモス園だと聞いていて、保育士さん達もたくさんいてくれてはいるものの、

　目が行き届いているのかな～どんな感じなのかな～と(他の園の話も聞いたりしているので。。)親として少し

　不安もありましたが、とても保育内容も先生方の質のよさ、設備、(環境)等、何もかもがすばらしく、ゆたか保育園に

　入園出来た事を心から嬉しく思います。先生方の人柄の良さ、日々の保育の中でも子どものパワーに負けないくらい

　のキラキラとした先生方の雰囲気を見て、きっと理事長ママ先生、園長先生がみんなから親しまれ、

　園の方針もぶれずしっかりとして下さっているからこそなのかなと強く思います。いつも子ども達への

　愛情いっぱいのご指導、ありがとうございます。

・園に入れて子どもの成長を感じられるので大変助かってます。先生方のあいさつも良く、送迎の際はとても気持ち

　いいです。行事も一生懸命にしてくれて見ている親も充分楽しめてます！ただ遊ぶだけでなく、

　体や頭を使って生活しているので成長するのだと思います。子どものいいところを見つけてそこを伸ばそうと

　しているので助かってます。なやみごとがあってもプロの先生方にアドバイスをもらってます。

　親身に考えてくださるのでとてもありがたいです。これからも宜しくお願いします。

・バンビ２組の先生、１年間ありがとうございました。進級までまだもう少しありますが、

　残りの時間も楽しく過ごせるよう、よろしくお願いします。いつも細かく丁寧にお便り帳を書いてくれて感謝しています。

　園での生活がとても良く分かり、楽しく園生活を過ごしていることで安心して預けることができています。


　家でもいつも、園でのことや、先生のことがお話にでてきます。子どもから園での充実感と先生方の

　愛情が伝わってきます。子どもの事で相談しても、イヤな顔ひとつせず親身になってきいてくれたり

　アドバイスをくれたり、時には親の意見に同意してくれたりと、親としてもバンビ２組の先生にはとても助けられました。

　いつも明るくパワフルな前向きな先生方に親子共々お世話になりました。親としても１歩成長できたかな？

　と思います。先生方の愛情で楽しく伸び伸び過ごすことができた１年だったと思います。ありがとうございました。

・本当に保育士はすばらしいです。自分の子どもだからこそ出来ることや、自分の子どもですら大変で育児が

　大変なのに常に笑顔で子どもに対応している姿を見ると尊敬と感謝だらけです。トイレトレーニングや



　昼寝の時間調整なども一緒に協力してくれるので第１子しか居ない私はすごく助かっています。おゆうぎ会や

　運動会など行事の前日は夜遅くまで残って準備してくれて一人一人が輝ける様にしてくれたり、

　暦のイベント(ハロウィンやＸ´mas、豆まきなど)までも、こんな小さいうちからイベントしてくれてとてもありがたいです。


　本当に保育士の給料上げて欲しいです！いくら仕事でも、いくら子どもが大好きでも決して簡単にできる仕事では

　ありません。常に抱っこだと腰痛もでてくるし、イヤイヤ期は本当にイライラすると思うなかで命をあずかりながら

　教育もしてくれる保育士とそんなすてきな環境の保育園に入園できて本当に良かったです。豊見城幼稚園も

　こども認定園になるし、今の園長が就任すると聞き、自宅を豊見城幼稚園の範囲内に引越しまで考えています。


　ゆたか保育園は見学の時から対応が良くて第一希望にしています。今は友達にも、

　ゆたか保育園すすめています。いつも子どもと親の事まで思ってくれてありがとうございます。

・毎日夜遅くまでご苦労様です。イベントの際も余興の練習のため、夜遅くまで付き合って頂きありがとうございます。

　各種イベントも先生たちの手のこった衣装や会場設営など素晴らしく感じます。また、商店街の人々をはじめ

　地域の人々に愛された園だと感じます。ゆたか保育園の教育方針にも満足しています。


　ゆたか保育園に入れて良かったと思っています。今後もよろしくお願いします。


　　最後に、今度、消防訓練や応急手当など見学させて頂きたいと思ってます。

・※キューピー３組の娘の親ですが・・・キューピー１組、２組の先生方へ違うクラスですが、いつも娘のことを

　名前おぼえてくれて呼んでくれてありがとうございます。たくさん子ども達いるのに１人１人覚えているのがスゴイです。

　ステキです。



　キューピー３組の先生方へ

　ひろみ先生

　→いつも成長を１つ１つ見てくれてありがとうございます。育児の悩みにも答えてくれてありがとうございます。

　　娘が、いつも先生をさがしているのが、より安心できます。信頼してるんですね。

　えり子先生

　→お迎えのとき、その日のできごとを細かくきかせてくれてありがとうございます。育児でこまったときもヒントありがとう。

　ゆかり先生

　→いつも笑顔で対応してくれてありがとうございます。いやし。

　ひろこ先生

　→いつもやさしい声で子ども達に接しているの見ていやされます。ありがとう。

　なつみ先生

　→いつもていねいに対応してくれてありがとうございます。若いのにステキ・・・

　かつみ先生

　→いつも元気いっぱいで、気持ちよい対応でうれしいです。ありがとうございます。

・０歳児ですが、給食参観を２回してもらえると嬉しいなと思いました。離乳食→幼児食へ移行せていった後、

　保育園での食べているメニューや量をお家と比較できると助かるなーと思いました。

　(初めての育児で、食事が比較する機会少ないので困ったりしました)早めの段階に１回と、

　半年後に１回あれば、お友達とのふれあいも変化が見れるのかなーと。入園してすぐに「○○ちゃんママ」

　と覚えてくれたり、保育園の流れが良く分からず迷惑をかけてしまっても親切に教えてくれたり、

　先生たちの保育に対する姿勢も参考になってます。保育園での様子を聞くのが１番楽しみです。


　感謝の気持ちでいっぱいです！丁寧に接してくれてありがとうございます。

・保育士の仕事は、とても大変な物だと思います。子どもは可愛いですが、それだけではないので

　毎日子どもと接しながらも保護者に対してもきちんと対応されていて、私はとても出来ないなといつも感じています。


　私の子どもも先生達に育ててもらっているような状態で先生方へは本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

・優しい先生方に励まされ、見守られながら心も体もメキメキと成長を見せてくれました。とにかく先生が大好きな

　子どもの姿を見て親の私達も安心して仕事へ向かう事が出来ました。一年間、本当に有難うございました！


　新しいクラスへの進級もとても楽しみです。担当してくれたK先生の若々しさや元気に子どもも私もたくさんパワー

　をもらいました。K先生の頑張っている姿にまだまだ私も頑張らなきゃ！と自分に喝を入れてました(笑)




　今のクラスの先生方と離れてしまうのは淋しいかもしれませんが、これからもどうぞ温かく見守ってやって下さい。


　どうぞ、宜しくお願い致します！

・ありがとうメッセージ
雨の日に駐車場で傘をさしてもらい、嬉しかったです。

・育児では、結構母親の方が朝準備おむかえ、病院などワンオペになりがちで、手助けが欲しくても中々声が

　届かないので、保育園の先生達には、ものすごく助けられていると感じます。私が仕事もちゃんとできて、家で

　子どもと仲良く遊ぶ時間が取れるのも、祖父母でも、子どもの父でもなく、本当先生たちのおかげです。毎日、

　子ども達という怪獣達を相手に、つかれることもたくさんあるハズなのに、笑顔で迎えてくれてありがとうございます。


　これからも、ご迷惑かけますがよろしくお願いします。

・この１年間、私も娘も初めての保育園ということで、どんな風に成長していくんだろうと心配してましたが、

　人見知りの娘も今では保育園に行くのが楽しい様で日々の娘の様子を見てると、たくさん先生たちに愛情もらって

　成長しているなと感じます。色んな子どもがいる中で個人の良い所を伸ばしてもらっているなと思います。


　普段の生活(※)から行事の様子など子ども一番に考えてくれて本当にありがたいです。また新年度新しい環境で

　今の先生たちとお別れするのが娘も私も淋しくなりますが、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。


　(※)特に、毎月散歩とかだけではなく、体操や食育・手先を使った遊び・絵本の読み聞かせなど盛りだくさん

　の行事があり、子どもも色んなことを吸収して帰ってくるのでありがたいです。先生達の努力に感謝しています。

・いつも丁寧に対応してくださりありがとうございます。行事の準備なども、日々の保育に加え、

　行っているのでとても多忙だと思いますが、身体に気をつけてください。
今後ともよろしくお願い致します。

・子どもの人数も多い中先生方は愛情を持って接して頂いていると思い、とても感謝しています。子どもも保育園が

　大好きなので日頃からの活動内容も充実しているんだと思います。何かと大変なこともあるとは思いますが、

　これからもよろしくお願いします。

・しょう子先生、バンビ１組の先生方、本当にありがとうございます。イヤイヤ期が大変だった時期も、

　先生方が温かく受け入れてくださったおかげで安心して任せることができました。今では嬉しそうに先生のお話や

　保育園のお話もしてくれ、朝も自分から早く行こう～！と言っています。いつも明るく笑顔がステキな先生方に

　恵まれて、子どもも幸せだなぁと感じます。
本当にありがとうございました。

　いつも笑顔いっぱいのかわいい、きれいな先生方に親子で癒されています。朝は子どもと先生方からパワーをもらい

　仕事がんばろうと思い、お迎え時は子どもと先生方の笑顔で疲れも忘れます。朝・夕の駐車場に立っている先生方

　雨の日も寒い日も暑い日も感心します。

・毎日ありがとうございます。すごく助かっています。

　おゆうぎ会毎回感動しています。子どもたちももちろんすごいですが、やっぱり指導する先生たち本当大変ですよね

　成功させたい気持から思うようにならないとイライラしちゃう事だってありますよね。子どもたちがふざけちゃった時は

　カミナリ落ちますよね（笑）絶対残業して遅くまで衣装作りなどして…本当にお疲れ様です。

　これだけの人数がいる中、いつもかわいい衣装に仕上げてくれて…♡♡

　保育は毎回いろんな行事におわれている気がします。すごいな～と感心します。時にはイライラしながらも、やっぱり

　子どもたちが好きだから頑張れるんですよね♡♡体こわさず頑張って下さいね。これからも宜しくお願いします。

　まお先生、いつも行事で出し物やっていますよね。真剣な顔つきで！！一生懸命だな～と見ていて伝わりますよ！！

　小さい体ですがすごいです。

　本当に毎日毎日ありがとうございます。

・毎回子どもたちも先生方も楽しそうなので安心して預けられます。感謝です！！

　おそらく行事の準備だと思いますが、たまに夜遅くまで保育園の電気が付いていると胸が痛みます。

　子どもたちのために頑張っていただいているのは本当にありがたい事ですが、そのために先生方が体調を崩されたり

　日中の活動に影響が出たり、最悪離職となってしまっては…と考えてしまいます。

　「残業や持ち帰りの仕事がない！」ということでも自慢できるゆたか保育園であればいいな～と思います（実際はどうか



　わからず想像で書いていますが。スミマセン）

・いつも子どもから、保育園の様子を聞いて楽しそうだな。と感じています。これからも宜しくお願いします。

・イベント等の準備、内容に毎回感動しています。子どもたちも楽しいでしょうが、参加している（観ている）私たちも楽し

　ませて頂いています。

　毎日忙しい業務をこなしている中でイベント等の準備をするのも大変だと思います。本当に頭が下がる思いです。

　ゆたか保育園に入園できて良かったと毎年思わせて頂いています。ただ、保育士さん達の負担増

　になっていないか心配もあります。預けている親でできることがあれば割り振りするのも（任意で）いいのかな？

　と思います。これからも宜しくお願い致します。

・自我がめばえて朝保育園に行きたくない！とごねる時もありますが、先生たちがうまく誘導してくれて助かっています。

　次の進級に向けて朝のタオル等の準備や支度を本格的にさせたいのですが、家では甘えてしまい、また、

　なかなか強制できないかなと思ってしまい葛藤しているので、先生方にも助けてもらいながら

　やっていこうと思っています。今後もよろしくお願いします。

・キリン３組に入ってもうすぐ１年生です。排泄もほとんど失敗することなく教えてくれるようになりました。

　最近ではおしゃべりもとても上手でになりました。先生方の指導や絵本の読み聞かせ等のおかげ

　だと感謝しています。先生方が帰り際にギューっと抱きしめる姿が時々あります。

　こどもたちもとても喜んでいるように見えます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

・先生方にはとても感謝しています。子どもも○○先生だい好き！と言ってます。いつも丁寧に対応

　して頂きありがとうございます。

・日々、保育園で何して遊んでいるのかな、お友達はいるのかな？気がかりになることもありますが

　クラス前に飾られている動画を観てとても楽しそうに伸び伸びとしている姿をみてとても微笑ましく

　思います。また我が家では子どもから今日の様子を聞く事が、夕食時の①番の楽しみとなっています。

　子どもが今日あった出来事を生き生きと話してくれるので、読んだ絵本の内容も教えてくれたり、

　お友達の名前を教えてくれることも先生たちが日々笑顔で子どもたちと接してくれるからだと思います。

　ゆたか保育園で良かったと夫婦共々心からそう思います。いつもありがとうございます。

・キリン１くみの先生方にはいつもお世話になっています。毎日の様子をお便り帳だけではなく

　お迎えの時にも教えてもらいだんだんとなれていく様子や遊びの内容がとてもよくわかりました。

　日々の成長が伺え満足しています。ありがとうございます。

　やんちゃな子どもの対応・大変だと思いますがこれからも宜しくお願いします。

・毎日子どもがニコニコ園での会話を話している姿をみて楽しく園生活を過ごしていると実感しています。

　１日にうちいえで過ごす時間よりも園での生活の方が長く先生方を頼りにしている私がいます。

　ついつい子どもをせきたててしまう家での生活ですが、先生方の対応を観てると

　参考になります、来年も宜しくお願いします。

・いつも感謝しています。小さい頃の教育は大人になっても大事なので

　ゆたか保育園でよかったと思います。

　お店屋さんごっこやおゆうぎ会の準備など先生方だけでは、大変だと思います。

　いつも遅くまで電気が付いています。保護者ＯＢなど子どもたちやお世話になった

　親子さんたちでボランティアで手伝ってもらったりしてもいいかな？

　と思います。恩返ししたいと思う保護者もいると思います。子どもが卒園したら

　保育園にいけないというのはさみしいです。



・毎日、子ども達のために色々なことをがんばってくださること、送迎の時に話を聞くと子ども

　と向き合い接していることが伝わってきて感謝の気持ちでいっぱいです。

　子どもの成長は先生方の力が大きいなと日々感じています。ありがとうございます。

・だいぶ前のことですがお迎えの時にお友達の顔に引っかかれたという報告がありました。

　ひっかかれた経緯などを説明して頂いたのにその時の私が感情的になり怒った対応をとってしまい

　対応して頂いた先生たちには嫌な気持ちにさせてしまいました。本当に申し訳ございません。

　そのことがあってかわからないですが園からは「月・木曜日は爪のチェックをしましょう」との連絡が

　ありました。本当にありがたいなと思うと同時に、先生たちに申し訳ない事をしてしまったと思いました。

　すぐにその気持ちを伝えようと思いましたが、なかなか言い出せずに今に至っています。

　先日園長先生に話す機会があり、お伝えしましたが、アンケートにも書かせていただき改めて

　お詫びと感謝の気持ちを伝えようと思いました。

　毎日子どもたちが自由に遊べたり、学べたり、行事を通じて成長できるのもゆたか保育園職員の

　皆様のおかげだと思っています。何より子どもたちが楽しく通えていることと、話を聞いていると

　先生のことが本当に好きなんだなと感じています。面談でも色々とアドバイスをいただきました。

　ありがとうございます。これからもお世話になると思いますが、よろしくお願いします。

・先生方にはいつも感謝の気持ちでいっぱいです。ゆたか保育園に通園できる事に

　ほんとうに喜びを感じます。いつもありがとうございます。

・私が最近、父親の存在が大きくなってる息子に対して不安になっているなか、お便り帳に

　コメントを書いて下さったのがとても嬉しかったです。面談期間中やそれ以外の日でも

　だいたい書いてくれることがうれしくて。子どもとのコミュニケーションも増えます。

　時間も限られている中で書いて下さりありがとうございます。よわい気持ちになってるとき

　とても心強いです。

　保育士１年目？でイヤイヤ期は大変だと思います。それなのにしっかりと娘を観て下さり。

　ありがとうございます。正直我が強い娘の先生が優しい先生で大丈夫かな？・・・・

　初めは心配でしたが、そんな心配もすぐになくなるほど、いつも娘の事をしっかり観てくれている

　コメントでたのもしかったです。何より娘が楽しく園に通えていたので安心でした。先生がインフル

　で休んでいる時娘はさみしそうで、そして心配している様子でしたよ。先生にギューと抱きしめられると

　安心する様子です。

・芸術面や運度面でも素晴らしい先生方が多いので、子どもを預けられて、嬉しく思ってます。

　運動会でのエイサーもすごくカッコ良くて感動しました。これからも子どもたちがあこがれる先生で

　いてくださいね。

・先生方毎日毎日本当にお疲れ様です。先生方のおかげで安心して仕事もできています。

　子どもたちも明るく楽しく登園できていて本当に先生方のおかげです。ありがとうございます。

　年間を通して様々な行事も園で行ってくれるのでとても助かります。

　

・保育士の姿勢や日々の教育活動には感謝しています。ありがとうございます。

・親の方もフルタイムで働いており、延長保育・土曜保育は、本当に助かっています。

　一方で先生方が行事前遅くまで作業しているのをみると先生方の体調やメンタルを

　とても気になります。子ども達への視線同様ご自身の身体も良く観察されてくださいね

　いつもありがとうございます。ゆたか保育園には感謝の気持ちしかありません。

・ゆたか保育園に入れて２年とても安心してお願いできるので、嬉しいです。

　先日あったおゆうぎ会では、こどもたちの成長がかんじられ、感動しました。

　いろいろな行事がみられ、頭が下がる思いです。



　先生方が率先して努力している姿は親にも良い見本になっています。

　子育ては大変だと思いますが、先生方のサポートがあって、笑顔で親子共々

　過ごす時間が多くなりました。感謝でいっぱいです。ありがとうございました。

　これからも宜しくお願いします。

・１０年振りの高齢出産、久しぶりの育児色々と時代が変化する中不安で周りが皆大人の環境

　キチンと育児ができているか兄弟が子が離れ皆で甘やかしていないか？同年代の友達

　いとこたちがいない中クラスのお友達と仲良くできているか？いつも心配し先生方に問いかけると

　毎日返ってくる先生方の「大丈夫ですよ！」「ちゃんと遊んでいますよ！」との言葉

　その言葉にいつも元気かけられ安心して育児ができています。

　先生方の大丈夫は私にとって魔法の言葉です。ありがとうございます。

・普段から朝早く夜は遅くまで園の灯りがついていて職員は頑張ってる様子が感じられます。

　子どもや保護者たちのために頑張ってる事は使命として待っていることと思いますが、

　先生方も１人の人として十分な給料や休暇など、労働条件がもっと良くなる事を常々

　感じています。今後も協力出来る事があるのなら、お手伝いしたいと思います。

・毎日ワガママで言うことも聞かない子どもを一生懸命、笑顔で対応してくれるので

　有り難いです。親として安心して仕事にも行けます。これからも宜しくお願いします。

・ゆたか保育園にお世話になって３年目姉妹ともお世話になっています。上の子が

　キリン組のころからお世話になっていてどの先生も本当にいつも元気に明るく子ども達

　はもちろん私たちにも接してくれて、ゆたか保育園で良かったと思います。

　いつも「お母さん無理しないで～」や「なんかあったらいつでも言って下さいね～」と

　私が母子家庭だったのもあってこっちまで元気もらってます。

　子ども達も先生の悪い事聞いたことがありません。むしろ大好き～と言っています。

　毎年継続保育園をゆたか保育園で、むしろゆたかが良いです。よろしくお願いします。

・こども達の対応、日々感謝しております。笑顔で接してくれて冷静に話し合い、

　一緒に楽しく遊んでくれて、親にとってもとても尊敬する存在です。

　園生活もとてもいい思い出です。色々とありがとうございました。

・姉弟二人とも毎日楽しく保育園に通っていてとても感謝しています。主人が忙しくお休みも

　決まったところばかりが多いので園でのバスのお出かけ等が楽しみな様で、とても

　有り難いです。　これからもよろしくお願いします。

・昨年より引き続き担任だったので、息子だけではなく私たち親の事も（仕事や家庭のことなど）

　わかっていたので安定した１年でした。私たち親よりも一回り以上も若いのにすごく落ち着いていて

　親へのアドバイスなども子育てが始めてな私たちにとってとても勉強になりました。

　３歳児クラスになり成長とともに悩みも多くなりましたがそんな時はいつも先生の言葉に支えられました。

　「一緒に園と家庭で共有していきましょうね」「お父さんお母さん２人だけで悩まないでくださいね」と

　言って下さり、とても心強かったです。息子の体調の変化にもすぐ気付き早めの対応をして下さいました。

　２年間の感謝の気持ちは言葉では表せません。先生方との信頼関係があってこそでした！

　離れてしまうというのは非常に残念ですが２年間のご指導心より感謝しています。

　半年間という短い間でしたが息子の性格や状態などもよく把握していただきました。

　園長先生もこれだけ大きな組織をまとめているのでわかると思いますが、人の言い所は伝えやすいですが

　悪い部分は伝えにくい物ですよね、しかし先生はなかなか親へ伝えづらいこともしっかりと伝えて

　下さりました。そのおかげで家でも息子ちゃんと向き合うことができました。先生は優しさだけではなく

　しっかりと厳しさも兼ね備えた素敵な先生でした。もう少しご指導いただきたかったです。

　半年間という短い間でしたが本当にありがとうございました。



･オリエンテーションの時の資料の中に完治証明書などの原本があると助かります。自宅のパソコンが壊れて

　しまった時、保育園まで取りに行けなかったり、原本があれば、コンビニでコピーするだけで良いので、

　共働きには助かります。来月の家庭保育の協力について、２ヶ月前からでも分かるのであれば、伝えてくれると、

　お休みが取りやすいので、助かります。

・もし対策されていたらスミマセン　ＰＴＡ？保護者役員さんにメリット？

　特典があるといいかと思いました。ビデオコーナーの最前列優先など・・・

お忙しい中保育園、保育士に対するたくさんのお褒めの言葉とても嬉しく心に響きます。又アンケートを

見た保育士は皆とても喜んでいました。保護者の皆様のお言葉が保育士の背中を押してくれたかの

ように保育にも自信がつきます。これも皆様の支えがあり、ご協力して頂けたからこその事だと思って

おります。これからも子ども達の成長を見守り、子ども達が第2のお家として楽しく過ごせる環境を提供

できるよう職員一同力を合わせ、保護者の皆さんが安心してお子様をお預けできる第2のお父さん、

お母さんとなり子育てのサポートができるよう努めて参ります。

平成29年度保護者アンケートにご協力頂きありがとうございました。保護者のみなさまと連携しながら

『ゆたか保育園の保育』を大切にしていきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貴重なご意見ありがとうございました。

○　ゆたかを希望した理由はなんですか？

･親戚からの評判が良く、バスでのおでかけ保育、英会話も魅力的

･知人からの保育内容、先生のお話をきいて良いと思ったので

・実家からも近い為

・旦那や義兄弟が卒園生のため、安心して通わせられるから

・園がきれい、地域との結びつきを感じる

　　・職場に近い・通勤途中　　　7名　・園見学をして　　　10名　・給食　　　5名

　　　　・保育時間　　　５名　・特に理由はない　　　０名　　その他　　　6名

　平成２９年度保護者アンケートから「ご意見」「ご提案」自由記述を抜粋し、公表しました。　

　※アンケート項目に「アンケート回答内容の第三者への掲示及び公表について」

　　　「承諾する」「どちらでもいい」に記入した方のみ公表しました。

　　・自宅から近いから　　　15名　・保育内容　　21名　・園庭が広い　　6名

　　・先生の雰囲気　　16名　・定員が空いてたから　　4名　・園長先生の人柄　　9名

キッズガーデン

ご意見・ご提案 



・とてもキレイな園内で清潔だったから

○　日々の保育内容(園での生活や遊びなど)について、お子さんの様子などを
　　見て、どう思われますか。

　また、お便り帳もとても短く記入して頂き、毎日読むのが楽しい。

　まだ話すことはできませんが、とても楽しそうに登園しています。

　　①満足している　　　29　名　　　　　②概ね満足している　　　1　名
　　③やや不満である　　　　0　名　　　　④不満である　　　　　　0　名

・リズム遊びや体操など、動画を見ていても楽しそうな様子が伝わります。

　コミュニケーションが取りやすい。安心して保育園へ行く事をイヤがらないので預けられる。

・子ども達が家では出来ない事を学び、毎日その事をお話してくれてとても楽しそうだから。

・楽しそうにしているので。
　迎える際に、先生が常に一緒に遊んでるので、目が届いていると感じます。

・子ども本人が楽しんでいるから。

･保育内容も充実していて、色々な経験が出来てとてもありがたい。

・子どもを見ていて、言葉の発達・自分でも自分自身から色々とやろうとするすがたが見られる為、満足してお

・保育園での生活、教育されている事が、お家でもいかされていると思います。

・体操教室や色々な体験をさせてもらってすごく成長したと感じています。

・行事がいろいろあり楽しいので、１日の出来事が連絡ノート、フォトでわかり子どもとの会話に使えるので、

　園外活動、バスに乗って公園等へお出かけや、スーパーへのお買い物等遊びながら、楽しく教育してくれ
　いることに感謝しています。いろんなイベント(クラスごと)を考えてくれてありがとうございます。

・日曜や祝日など保育園が休みの日より、本人が園の方が楽しんでいるように感じるから。
　(園庭ではよく遊びますが私と公園行くとあまり遊びません)

・学校に行くのを嫌がることがない。送迎時も楽しそうに過ごしているように感じる。

　日曜日でも朝起きたら「○○先生行く？」と言ってくるから。

・日々の保育内容もとても充実している中で、慣れにくかった息子も喜んで通ってくれるようになりました。
　一人一人の保育士さんが(クラス担任以外も)大いに携わって下さり、安心して預けさせていただいていま

・手遊び歌や遊道体操を家でやったりしているので、とても楽しそうだから。

・園内での遊びや、行事ごとをとても大事にされているなと感じます。

　安心しています。

・園生活を通してでないと出来ない事を沢山体験できているように思います。

・整備された環境の中で伸び伸びと成長していると思います。あたたかい木のぬくもりの雰囲気がとても心地
　モンテの教材が置いてあり自分の好きなものを取って遊びからたくさん学べる環境も最高です。

・話す言葉や内容が増えて、楽しい様子がわかる。

・どの先生方もいつも笑顔で子どもの成長を見守ってくれて、お迎えのときも１日の保育内容を細かくお話しし
　くれるので安心して預けることができます。
　ことばはまだ話せませんが、泣くことなく喜んで保育園に行くので楽しんでいると思います。

・言葉や表情から、良い刺激を沢山受けているんだろうなあとすごく感じます。
　最近も「先生」と写真を見ながらニコニコしたりする姿を見て、良い信頼関係を築いてくれているんだと思っ

・家にはあまりできないすべり台やしばふでの遊びや、体操もとても楽しそうで＾＾

・入園当初は大泣きでしたが、先生たちのバックアップで今では楽しそうに登園します。
　帰宅してからも自ら、先生の名前やお友達の名前を呼んで今日あった出来事を本人なりにおはなししてく

・登園の時、いつもニコニコで嬉しそうですし、帰る時はまだ遊びたそうで泣いたりするので、保育園での
 生活が楽しいんだなと実感しています。



　くれるのでありがたいです。

○　行事について、親子の行事に参加をされて、どうおもわれましたか？

　ありがとうございます。

・子どもも保育園へ登園する事も嫌がらず、毎日元気に楽しそうです。

・お友達の名前や先生たちの名前を言って話をしてくれたり、毎月の行事等を楽しんで、教えてくれるので、
　家庭でも一緒に楽しむ事が出来助かっています。子供が大好きなお外にも天気の良い日はよく連れて行っ

　　①満足している　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　3　名
　　③やや不満である　　　０　名　　　　　　④不満である　　　　　　　０　名

・先生たちがとても一生懸命で子ども達が楽しくニコニコしている姿を見て、ゆたかに通わせて良かったなあと
　毎回感じてます。おゆうぎ会では、個性を活かし、楽しそうに踊る姿がとても可愛かったです。

・子どもたちの頑張っている所を楽しみに行事へ参加するのですが、それよりも先生方のがんばりの方がすご
　とても感謝しています。いつもありがとうございます。

・子ども達が楽しんでいるのを見て、自分達も楽しんでます。

・駐車場等もしっかり整備されていて、助かります。

・ゆたか祭りでは色々なコーナーがあって家族で楽しめた。

・行事に参加し、先生方が色々日々子どもたちへ教えてくれている礼儀・言葉などが日々の子どもといると解
　プラスになっていること、本当に色々準備大変なはずなのにステキに楽しくしてくれる学校の先生・他の親子
　にもとても感謝し、今後も楽しみになるので満足しております。

・先生方が楽しまれているので子ども達も楽しめていると思う。手をぬいている感じがなく、行事ごとはいつも
　楽しみにしてます。(他の園とぜんぜん違いますよ)

・子どもも楽しそうにしていて、先生達に、行事があるたび感謝でいっぱいです。

・園児の人数も多いなか、行事の準備もしっかりできていて、行事も先生達が協力して進行しているのを見
　いつも感動しています。園で行事の練習したことを家でも楽しそうに話してくれると親子で行事に参加するの

　「先生達すごいがんばってるなー」って思います。先生達も一緒に楽しんでる感があってうれしい。

・すべての行事に時間の負担をできるだけ減らしていることがわかります。内容もすばらしいです。

・毎日家に帰ると子どもが「今日○○したよ」と練習した日は言ってくるし、本番での様子をビデオに撮って
　それを見せると、何度も見直して本人もとっても楽しんでいるから。

・どんな行事でも先生方の熱心さが伝わり、環境設定から内容までとても予想以上で感動しています。

　行事を親子で楽しむことで、父親も積極的に育児に関われるので満足です。

・キューピーなので出番が少ないのは当たり前ですが、もう少し成長した姿(保育園での様子)を見れたらなー
　思ってしまいます。

・全ての行事を楽しく参加できました。

・お兄ちゃん・お姉ちゃんや先生方が自ら楽しんでいる姿を見て小さいながらに雰囲気でテンションが↑する

　とても楽しみです。

・保育士を尊敬しています。園児の人数多い中、一人一人平等に役割があって他の学年やクラスの出し物も
　見たくなる内容です。

・子どもも楽しそうに参加している。先生たちの頑張りが素晴らしい。

・行事ごとに子どもの成長を１つ１つ感じることができ、また、いつも母親の負担が多くなりがちですが、

　分かりました！子ども達も親も楽しめて良かったと思います。(ゆたか祭り)

・ゆたか祭り楽しかったです。ふだん分園へしか行かないので本園の中を見ることもできて良かった。
　保護者役員の方々が行事毎にすごく頑張られているのに驚きました。

・適度な間をあけてイベントがあるのでスケジュールを組めるので参加しやすいし、毎回大きな場所や舞台で
　祭りのようで楽しくて良いです。おゆうぎ会のダンスは、今でも家で踊ってくれます。



○　給食について、献立、食材、量、アレルギー食対応などから、どう思われますか？

・普段、お家では見られない集団の様子が見れて満足しています。
　非認知的能力がいかに大事か考えさせられています。
　行事が終わってもその時の出来事を思い出して本人も楽しそうにお話してくれていますよ。

・親子楽しく行事に参加できています。人数が多いので席取りなどは大変ですが、にぎやかで楽しいです。

・子どもも一生懸命本番を迎えていますし、先生方も熱心に感じています。

　　③やや不満である　　　０　名　　　　　④不満である　　　　　　　０　名

・いつも完食！ありがとうございます。

･甘いもの(菓子・せんべい)は、自宅であげているか確認して欲しいと思った。

・沢山種類があり、栄養も取れて満足です。美味しいようで毎日完食しています。

・献立面・量などすごく満足してます。

　ただ、人数が多いので、行事の時期やせかせかした印象も受けます。仕方ないんですが･･･。

・行事に一緒に参加する事で、普段は見れない様子や表情を見る事が出来、活き活きとした姿に凄く成長を
　感動し感謝しています。
　子どもが表現する事の楽しさを身につけ、楽しく嬉しそうに行事の事を話してくれるのでとても嬉しいです。

　　①満足している　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　3　名

　家の食事だけだと、どうしてもバランス悪いので、色んな物へチャレンジで良い。

・家ではバタバタで簡単に作って終わってしまうので、保育園みたいにちゃんと考えてご飯作れてないの
　毎日「おいしそうだなー」って見てます。

・帰宅後、空腹のイライラがないので満足していると思われます。

・毎日帰るときにその日の給食を見るとバランス良さそうなメニューなので。

　他の学校の献立を聞く事が多々あったので、ゆたかに入れて本当に良かったと思ってます。

・栄養管理がしっかりしていると思う。

・子どもに合った食事、細かく刻んだのから始まり少しずつステップアップしてもらって助かりました。
　帰りに毎回展示食を指差し美味しかったアピールしてますよ。

・どんなものを食べさせていいのかの目安になります。

　家では食べない物を給食では食べてくれることがあり、きちんと献立を考えてくれていることに感謝です。

・月齢に合わせて離乳食から幼児食への切り替えや、バランスよく献立がくまれてるため、自宅でも参考にし

・いつも残さず食べているので、満足していると思います。

・お家でのメニューの参考にしたりしています。(どういったメニューをあげているのか等)
　個人に合わせて大盛りにしてくれたり、助かります。

・栄養面でもしっかりと考えて下さった毎日とてもおいしそうなメニューで、家では野菜等、嫌々の息子でも
　毎日完食させていただいているようでありがたいです。

・玄関のところにある今日の献立をみておいしそうだねーっと子どもといつも見ています。

・卵アレルギーがあるため、大変助かっています。

・園からの帰りに展示食を見て「今日これ食べたよー」「全部食べたー！おいしかったー！」とお話ししていま

　離乳食の頃は、少しバンビ寄りのごはんが盛り込まれていましたが、そのときは配分が分かりにくいなと感じ

・子どもが足りない感じの場合は、大盛りにして対応して頂いて、有難かったです。

・食育を通してたくさんの食材の名前を覚えています。一緒に買い物へ行くと全ての野菜の名前をゆび指し
　歩いていたのでびっくりしました。園での給食は全ておいしいみたいです。

・家で食べている量より多いので、食べれるのが心配でしたが、よく食べてる様で安心しました。

・子どもも毎日全部食べて、大好きなようですし、メニューもたくさんあって良いです。



○　職員の子どもの接し方についてどう思われますか？

　本当にありがたいです。

・満足しています。家でも参考にさせてもらっています。

・野菜が多く、家ではなかなか食べない食材も摂れるのでありがたいです。
　ポークやベーコンは脂肪や塩分が気になるので、少なめが良いな･･･と思います。

・献立もとてもバランス良く、お迎え時に展示食を見るのが楽しいです。給食参観の時に、ヨーグルトも手作り

･笑顔で接していて良い。

・子どももよく朝泣くこともありますが、先生方が優しく声かけしていただけるので、本人もすぐ泣き止み、
　笑顔に楽しそうにしているので満足です。

・子どもが先生大好きなのが伝わります。まだ話せないのですが、朝 ～先生に会いに行く人～？と聞くと
　“ハーイ”とすぐに玄関に走って行きます。

　聞いて、安心して子どもが食べられる事に感謝しています。味もおいしいようで、量も良いと思います。

　　①満足している　　　　　27　名　　　　　　②概ね満足している　　　　　3　名
　　③やや不満である　　　　0　名　　　　　　④不満である　　　　　　　　　　0　名

・しっかりその子の好きな物を把握してくれたり、送迎の時はいつも助けてもらってます。
　とても楽しそうに接しているのが伝わります。

　下さったりと、どの先生もとても感じが良く温かいので気持ちが良いです。

・先生方みんな笑顔であいさつしてくれるので気持ちいいです。
　「今日は誰と遊んだの？」の問いに子どもは「○○先生ー！」と言うので良くしてくれているのだと思ってま

・担任の先生はもちろんのこと、他のクラスの先生たちも園児の名前を覚えてくれていて、○○ちゃんおはよう
　声かけしてくれることにうれしく思います。

・とても多い子ども達の名前を全先生が分かっているので、どの先生とも会話ができて良い。

・自分(ママ)でも気づかなかった事に気づいてくれていたり、子どもの目線になって考えてくれているのがわか

・子どもの日々の様子を詳しくノートに書いてくれいるのでちゃんと見てくれているのが分かる。
　人見知りの子なのに、多くの先生の名前を覚えているので、みんなちゃんと接してくれているんだなと思う。

・先程も記入しましたが、クラス担任以外の先生も元気にあいさつをしてくれたり、名前も覚えてもらって声をか

・沢山の子どもがいる中で、きちんと見てくれているなあと思います。

・子どもにとって、１番信頼出来る担任の先生、少し恐い感じの先生、若い先生とベテラン先生の役割が子ど
　とってはすごくいいように思います。

・先生方、みなさんいつも笑顔でゆたか保育園の雰囲気はとても良いです！
　いつも感謝の気持ちで一杯です。有難うございます。

・本当にすばらしいと思う。どんなに子どもが好きでも他人の子どもを同時に複数接しながら毎日対応するの
　子どもへの愛があるからだと思う。

・丁寧に感じる。違うクラスの子たちの名前も覚えていることなど感心する。先生たちのこと「みんな好き」と答え

・他クラスの先生方、担任以外の先生方も子ども達の名前をおぼえ、声かけをしているので安心しています。
　先生方どの先生もいつも笑顔で対応してくれるのでありがたいです。

・他のクラスの先生も名前を覚えていてくれて嬉しいです。すれ違う時の声かけも丁寧です。

・子どもも良く先生の名前を言いますし、他のクラスの先生も名前を呼んでくれたりしてすごくいい雰囲気だと

・朝は大体嬉しそうに先生に抱っこされて学校に行っているし、日誌にある先生の写真をゆびさして、
　アーと話してくれます。苦手な先生はいないようです。(男の先生が苦手かな？)

・いつも子どもの様子を見てると、たくさん甘えさせてもらって、本人も大好きな先生たちに囲まれて幸せそう
　クラス以外の先生達にも声をかけてもらい照れてる様子を見ると愛情そそいでもらってると感じます。



○　職員の保護者対応についてどう思われますか？

・いつも笑顔で接してくれる先生達を子どもも大好きなようで、園で先生に抱き付いたり、抱っこされて嬉しそう
　顔を見ると安心します。名前を呼んで、いつも体調を気にかけて頂いているので、とても良く感じています。
　温かく見守って頂き、色々なご指導感謝しています。

　　①満足している　　　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　3　名

・日々の学校での内容や体調の変化での気づきをすぐ教えていただきアドバイスいただけ、声かけもして
　いただけるので、満足しております。

・送迎時の先生方の笑顔にいつも癒されてます。

・朝、門でのあいさつ、すごく気持ち良いです。雨の日は気遣いもあり、寒い中でもありがとうございます。

・どの先生も毎日ニコニコで明るい！その日の事を教えてくれる時も、話していて楽しい。

　　③やや不満である　　　0　名　　　　　　④不満である　　　　　　　　0　名

・職員の方が保護者の名前を呼んでくれるのは良いが、その職員の紹介もないまま呼ばれるのは違和感があ
　(職員紹介を掲示してみては)

・いつも子どもの様子をしっかり見ているから伝えてくれる情報も多く、園での様子など私にとってはとても楽し

・園での様子をわかりやすく伝えてくれる。

　(体調など)伝えてくれるので助かってます。

・子どもの生活面等の悩みを聞いてくれ、意見が聞けて助かっています。

・先生方の対応や言葉づかいはとても良いと思います。子どもの事で相談があるときも親身になって聞いてく
　一緒になって対応を考えてもらいとても助かっています。どの先生が朝受け入れしても安心してまかせられ

・小さな事や、ちょっとした事でもすぐ報告、連絡してくれるので隠し事もなければ、ウソもついてない。

・担当じゃない先生でも子どものその日の様子をお迎えの時に話してくれるので、クラス全体で子ども１人１人
　見ているんだなと思った。

・とても親身になって、今日一日の様子もこと細かく教えてくださったりとか一生懸命さも伝わり、何よりも
　どの先生方も明るく笑顔が素敵です。

・今日あった出来事を話してくれるので安心してます。つめなどもしっかりみてくれていて、少しの変化も

　(清潔感がありました)入園してからも、それはすごく感じます。

・子どもに対しての気づきなど親が分かりにくい事も教えて頂いてます。

・アドバイスも頂いたり、一日の様子も細かく伝えてくれます。満足しています！

・気持ちよくあいさつしてくれていると思います。こちらの問いにもちゃんと答えて対応してくれてると思いま

・お迎えが混んだ時に、３～４人列になってしまうのはどうにか解消してほしいです。

　とても信用しています。

・保護者会もやっていることもあり、積極的に話しかけてもらえたり、相談もしやすい環境をつくってくれてる。

・どの先生もいつも笑顔で対応してくれる。また、ちょっとした成長のできごとや、１日のできごとなどお話して
　くれたり、育児の悩みも答えて頂けるので安心して仕事できます。

・保育園探しをしている時、ゆたか保育園の先生たちが１番にこにこしていて、服装もきれいでした。

　お迎え時もいつも子どもの様子を話して伝えて頂いて、安心しています。子どもとの接し方を見て学ぶ事も
　感謝しています。色々相談や伝えやすく助かっています。

・毎日、登園時や帰りのお迎え時に娘の保育園の様子を話してくれています。
　クラス以外の先生にも名前で声かけてもらったり、とても園の様子がよく、私も安心してあずけさせてもらって

・分からないこと等をいつも迅速に答えてくれ、パンフレットを掲示して分かりやすく教えてくれるので、
　とても満足しています。

・先生方、職員の皆様にはいつも笑顔で接して頂き、朝登園時に担任の先生方と会話をし元気をもらってい



○　保育園環境(雰囲気)についてどう思われますか？

○　おゆうぎ会の２部構成(午前・午後)についてどう思われますか？

　　①満足している　　　　27　名　　　　　②概ね満足している　　　　2　名
　　③やや不満である　　　0　名　　　　　　④不満である　　　　　　　0　名

・とても清潔感があり、安心。いつも整理されていてスゴイと思いました。

・イベント事に掲示物をかえたり、お花もたくさんでキレイ。

・絵本コーナーがあり、帰りの時間に親子ともに読むのが楽しみになっています。親向けの本があるのが助か

・分園に通わせていただいているので、とても設備も充実していて何より清潔感に満ちあふれていて大満足で
　仕事でバタバタしている私も掲示物でハッとさせられる事も多く、親切だと思います。

・園の設備で子どもは遊んでいるのでいいと思う。今日あった動画をみるのが楽しみで、いつも見ています。

･とても綺麗な環境だと思います。

・登園・降園時も先生方みなさま声かけ・あいさつしていただき、学校もきれいなので、安心して満足してま

・いつもキレイで安心して通わせてます。

・水槽があり、入った時から気持ち良いです。園もイベントかざりがあり、子ども達も登園の時に教えてくれま
　庭の砂場ねこちゃんうんち気になります・・・

・インフルエンザなど伝染病の情報掲示もしっかりやってくれるし、園内は清潔で、とにかく雰囲気が明るいの
　満足しています。

・情報や案内が目につきやすいので、見逃しモレ等がなく助かります。(メール案内も含めて)
　駐車場の混んでる時間帯も外で誘導してくれるのでありがたいです。いつも寒い中ありがとうございます！

・ゆたか保育園の雰囲気大好きです。先生方の元気な挨拶や笑顔を見て息子も「元気にあいさつする～」と

・絵本の貸し出しがあり、借りれる日には、子どもも、嬉しそうにしていて、助かる。

・登園時、降園時に先生たちが駐車場の誘導をしてくれているので助かっています。
　絵本の貸し出しもたくさんの絵本があることにびっくりしました。

・先生どおしも仲良く仕事ができているのがわかる程雰囲気が良い。どの先生へも気軽に話せます。

・日々の園での様子をビデオで観せてくれたり等、わかりやすい環境にある。

　四季に応じてのかざりつけや、各クラスの遊具も子ども達がたくさん遊びやすい環境に大満足です。

・いつも掃除が行き届いていて気持ちが良いです。

・登園や降園時にいつも園での様子を動画で流してくれているので観るのを楽しみにしています。
　行事や季節によって置物や飾り物をしていて、子どもと一緒に親子で楽しめてとても良いと思います。
　絵本の貸し出しも子どもが気に入っているのでありがたいです。環境がとても充実していると思います。

　言いながら登園します。子ども達のよい見本となっていると思います。

・クラスの前にあるモニターはいいと思います。その日の子ども達の様子が見れて、毎日見ています。

・いつもキレイで魚水槽もピカピカでステキな保育園です。

・外面から室内もいつもきれいで、私以外の祖父母が迎えに言った後も“きれいでいいね”とほめています。
　絵本コーナーも娘も大好きでのびのびと園の環境に満足しています。

　今回同様が親として良いですが、先生方は大変では･･･？１日で終わらせたほうが私は良いと思いました。

　　①満足している　　　　23　名　　　　　②概ね満足している　　　　6　名
　　③やや不満である　　　0　名　　　　　④不満である　　　　　　　　　0　名

・いいと思います。

･今回、初めてのおゆうぎ会だった為、最初は館内に入るまでの入り口の混みようはとてもビックリ！しました。
　次年度はもう少し早めに来ようと思いました。構成はとてもよいと思います。



○　その他何かご意見等がございましたらお聞かせください。

・すばらしい園を支える保育士さんのライフプランが充実するようにお給料のＵＰ↑をぜひお願いします。
　※連絡体制について、分園に通っているが、休みの連絡など分園に電話をすれば良いのか、
　本園が良いのか明確にしてほしい。
　※車送迎の際チャイルドシートを利用していない保護者が多々見受けられる。
　(月々のおたよりなどで注意喚起してみては)

･オリエンテーションの時の資料の中に完治証明書などの原本があると助かります。
　･･･自宅のパソコンが壊れてしまった時、保育園まで取りに行けなかったり、原本があれば、コンビニでコピー
　するだけで良いので、共働きには助かります。
　来月の家庭保育の協力について、２ヶ月前からでも分かるのであれば、伝えてくれると、お休みが取りやすいので、
　助かります。

・子ども達の園児数、クラス数を考えると２部構成にしないと厳しいな～と思いましたが(当日の人の多さを見て
　午後の部も見てみたかったな～と少し残念な気持ちはあります･･･が、しょうがないですネ。
　２部構成でいいと思います！

・今回同様、午前と午後の２部構成でいいと思う。
　理由はホールの定員数など時間をズラさないと、非常に混雑するためです。

・通っている子どもが１人なので、中には午前午後となる方もいるのかと思うと大変だと思いますが、

・子どもは１日がかりだと疲れるかもしれませんが、親は２日休みを取る事が厳しい場合もあるので、
　今回の構成が良いです。

・２回にわけるより、午前・午後でいいと思います。日程を変えてしまうと、仕事の都合がむずかしくなると思い

・人数が多い事もあると思いますので、子ども達の様子に特に問題なければ２部構成でも良いかと思います。

　素晴らしいと思います。

・Ｇｏｏｄ！

・別、月で午前２回。上の子と下の子が午前・午後にわかれると１日中は大変かな、子どもが･･･

・日を変えるの大変と思うし、１日丸々使うで問題ないですが、午前おわりに席が空くと、申し訳ないなと思うの
　席がなかなか埋まってパツパツになるのが大変だと感じました。

・現在はＱＰとバンビに子がいるので午前で終わりますが、午前・午後にまたがる場合は大変かなと思います。

・個人的にですが･･･午前２回で日程を変えてのほうがうれしいです。

・見やすかったです。１日中(２部構成)で、年が離れていると、兄弟がいる人たちが大変そうだなーと思いまし
　別日にするのであれば、どちらかは保育園で預かってもらえると助かるのかなーと思います。

・子どもが２人以上の方は大変なのかな･･･？と思ったりもしますが、大ホールで子どもの姿を見れるのは

・人数が人数なので(午前・午後)の２部でいいと思う。２日にわけると余計大変です。

・園児の人数も多い分、父兄の人数も多いので、今回同様２部構成でいいと思います。
　キリン組さんからは園児の出番も多く、父兄としては楽しみです。２部だと時間にゆとりがあり、園児の頑張っ
　姿がたくさん見れるので２部構成に満足です。

・同日で午前・午後と分けて頂くのはありがたい。兄弟が居ない私達からすると２部構成の方が参加しやす

　今回初体験してみてすごく感動しました。

・保育園が大きいので、２部構成良いと思います。日程を替えてってなると大変だから１日で終わった方がい



・１年間日々大変だったと思いますが、色々な本人達の成長に必要とする礼儀・あいさつ・言葉教えていただき
　本当にありがとうございます。
　毎日一緒にいても本当に１日１日帰ってきては、色んな事を自身の物にして楽しんでいる姿！親として
　とても嬉しく思います。
　そして、学校へ行って子どもの知らなかった部分が見えてくる事もすごく楽しく、その姿を見て本人がもっともっと
　成長・親の私達へ教えてくれる日々をうれしい！私達には出来ないな！と感謝ばかりです。
　入園時とても手のかかったうちの子をあいさつ・礼・自身で訴える力をそなえて、教えていただき誠にありがとう
　ございます。そして、今後もよろしくお願いいたします。

・いつも丁寧な保育をして頂き、ありがとうございます。安心して子どもを預けることができるので、
　非常に助かっています。これからも宜しくお願いします。

・上の子は他の保育園卒業生なのですが、いろいろくらべて、行事すごく力を入れてがんばってくれていると思います。
　先生方、いつもパタパタ大変なのにニコニコ笑顔で対応ありがとうございます！
　園へ行き、子どもの成長する姿を見て、ますます楽しみがふえてまーす。これからも宜しくお願いします。

・先生方、子ども達がお世話になってます！毎日本当尊敬します。
　「～したよー、楽しかったよー」と毎日お話してくれるし、先生達とのお話もとても楽しいです。
　これからもお世話になるので宜しくお願いします。

・男の子でウーマクーな方の為、家では十分に遊んであげられてませんが、園生活は楽しいようで、
　成長が感じられます。先生方が一人ずつ、みてくれているのが感じられます。

・最初は県内でも園児数の多いマンモス園だと聞いていて、保育士さん達もたくさんいてくれてはいるものの、
　目が行き届いているのかな～どんな感じなのかな～と(他の園の話も聞いたりしているので。。)
　親として少し不安もありましたが、とても保育内容も先生方の質のよさ、設備、(環境)等、何もかもがすばらしく、
　ゆたか保育園に入園出来た事を心から嬉しく思います。
　先生方の人柄の良さ、日々の保育の中でも子どものパワーに負けないくらいのキラキラとした先生方の雰囲気を見て、
　きっと理事長ママ先生、園長先生がみんなから親しまれ、園の方針もぶれずしっかりとして下さっているからこそ
　なのかなと強く思います。いつも子ども達への愛情いっぱいのご指導、ありがとうございます。

・園に入れて子どもの成長を感じられるので大変助かってます。先生方のあいさつも良く、送迎の際はとても
　気持ちいいです。行事も一生懸命にしてくれて見ている親も充分楽しめてます！
　ただ遊ぶだけでなく、体や頭を使って生活しているので成長するのだと思います。子どものいいところを見つけて
　そこを伸ばそうとしているので助かってます。
　なやみごとがあってもプロの先生方にアドバイスをもらってます。親身に考えてくださるのでとてもありがたいです。
　これからも宜しくお願いします。

・バンビ２組の先生、１年間ありがとうございました。進級までまだもう少しありますが、残りの時間も楽しく過ごせるよう、
　よろしくお願いします。
　いつも細かく丁寧にお便り帳を書いてくれて感謝しています。園での生活がとても良く分かり、楽しく園生活を過ごして
　いることで安心して預けることができています。
　家でもいつも園でのことや、先生のことがお話にでてきます。子どもから園での充実感と先生方の愛情が伝わってきます。
　子どもの事で相談しても、イヤな顔ひとつせず親身になってきいてくれたりアドバイスをくれたり、時には親の意見に
　同意してくれたりと、親としてもバンビ２組の先生にはとても助けられました。
　いつも明るくパワフルな前向きな先生方に親子共々お世話になりました。親としても１歩成長できたかな？と思います。
　先生方の愛情で楽しく伸び伸び過ごすことができた１年だったと思います。ありがとうございました。

・本当に保育士はすばらしいです。自分の子どもだからこそ出来ることや、自分の子どもですら大変で育児が大変
　なのに常に笑顔で子どもに対応している姿を見ると尊敬と感謝だらけです。
　トイレトレーニングや昼寝の時間調整なども一緒に協力してくれるので第１子しか居ない私はすごく助かっています。
　おゆうぎ会や運動会など行事の前日は夜遅くまで残って準備してくれて一人一人が輝ける様にしてくれたり、
　暦のイベント(ハロウィンやＸ´mas、豆まきなど)までも、こんな小さいうちからイベントしてくれてとてもありがたいです。
　本当に保育士の給料上げて欲しいです！いくら仕事でも、いくら子どもが大好きでも決して簡単にできる仕事では
　ありません。常に抱っこだと腰痛もでてくるし、イヤイヤ期は本当にイライラすると思うなかで命をあずかりながら、
　教育もしてくれる保育士とそんなすてきな環境の保育園に入園できて本当に良かったです。
　豊見城幼稚園もこども認定園になるし、今の園長が就任すると聞き、自宅を豊見城幼稚園の範囲内に引越しまで
　考えています。

・保育士の先生たち、いつもありがとうございます。日々感謝です。



　ゆたか保育園は見学の時から対応が良くて第一希望にしています。今は友達にも、ゆたか保育園すすめています。
　いつも子どもと親の事まで思ってくれてありがとうございます。

・毎日夜遅くまでご苦労様です。
　イベントの際も余興の練習のため、夜遅くまで付き合って頂きありがとうございます。
　各種イベントも先生たちの手のこった衣装や会場設営など素晴らしく感じます。また、商店街の人々をはじめ、
　地域の人々に愛された園だと感じます。ゆたか保育園の教育方針にも満足しています。
　ゆたか保育園に入れて良かったと思っています。今後もよろしくお願いします。
　最後に、今度、消防訓練や応急手当など見学させて頂きたいと思ってます。

・※キューピー３組の娘の親ですが・・・
　キューピー１組、２組の先生方へ
　違うクラスですが、いつも娘のことを名前おぼえてくれて呼んでくれてありがとうございます。
　たくさん子ども達いるのに１人１人覚えているのがスゴイです。ステキです。
　キューピー３組の先生方へ
　ひろみ先生
　→いつも成長を１つ１つ見てくれてありがとうございます。育児の悩みにも答えてくれてありがとうございます。
　娘が、いつも先生をさがしているのが、より安心できます。信頼してるんですね。
　えりこ先生
　→お迎えのとき、その日のできごとを細かくきかせてくれてありがとうございます。
　育児でこまったときもヒントありがとう。
　ゆかり先生
　→いつも笑顔で対応してくれてありがとうございます。いやし。
　ひろこ先生
　→いつもやさしい声で子ども達に接しているの見ていやされます。ありがとう。
　なつみ先生
　→いつもていねいに対応してくれてありがとうございます。若いのにステキ・・・
　かつみ先生
　→いつも元気いっぱいで、気持ちよい対応でうれしいです。ありがとうございます。

・０歳児ですが、給食参観を２回してもらえると嬉しいなと思いました。
　離乳食→幼児食へ移行していった後、保育園での食べているメニューや量をお家と比較できると助かるなーと
　思いました。(初めての育児で、食事が比較する機会少ないので困ったりしました)
　早めの段階に１回と、半年後に１回あれば、お友達とのふれあいも変化が見れるのかなーと。
　入園してすぐに「○○ちゃんママ」と覚えてくれたり、保育園の流れが良く分からず迷惑をかけてしまっても親切に
　教えてくれたり、先生たちの保育に対する姿勢も参考になってます。保育園での様子を聞くのが１番楽しみです。
　感謝の気持ちでいっぱいです！丁寧に接してくれてありがとうございます。

・保育士の仕事は、とても大変な物だと思います。子どもは可愛いですが、それだけではないので毎日子どもと
　接しながらも保護者に対してもきちんと対応されていて、私はとても出来ないなといつも感じています。
　私の子どもも先生達に育ててもらっているような状態で先生方へは本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

・優しい先生方に励まされ、見守られながら心も体もメキメキと成長を見せてくれました。とにかく先生が大好きな
　子どもの姿を見て親の私達も安心して仕事へ向かう事が出来ました。一年間、本当に有難うございました！
　新しいクラスへの進級もとても楽しみです。担当してくれたけいこ先生の若々しさや元気に子どもも私もたくさん
　パワーをもらいました。けいこ先生の頑張っている姿にまだまだ私も頑張らなきゃ！と自分に喝を入れてました(笑)
　今のクラスの先生方と離れてしまうのは淋しいかもしれませんが、これからもどうぞ温かく見守ってやって下さい。
　どうぞ、宜しくお願い致します！

・ありがとうメッセージ
　雨の日に駐車場で傘をさしてもらい、嬉しかったです。

・育児では、結構母親の方が朝準備おむかえ、病院などワンオペになりがちで、手助けが欲しくても中々声が
　届かないので、保育園の先生達には、ものすごく助けられていると感じます。
　私が仕事もちゃんとできて、家で子どもと仲良く遊ぶ時間が取れるのも、祖父母でも、子どもの父でもなく、
　本当先生たちのおかげです。毎日、子ども達という怪獣達を相手に、つかれることもたくさんあるハズなのに、
　笑顔で迎えてくれてありがとうございます。
　これからも、ご迷惑かけますがよろしくお願いします。



・この１年間、私も娘も初めての保育園ということで、どんな風に成長していくんだろうと心配してましたが、
　人見知りの娘も今では保育園に行くのが楽しい様で日々の娘の様子を見てると、たくさん先生たちに愛情もらって
　成長しているなと感じます。色んな子どもがいる中で個人の良い所を伸ばしてもらっているなと思います。
　普段の生活(※)から行事の様子など子ども一番に考えてくれて本当にありがたいです。また新年度新しい環境で
　今の先生たちとお別れするのが娘も私も淋しくなりますが、これからも一緒に頑張っていきたいと思います。
　(※)特に、毎月散歩とかだけではなく、体操や食育・手先を使った遊び・絵本の読み聞かせなど盛りだくさんの行事が
　あり、子どもも色んなことを吸収して帰ってくるのでありがたいです。先生達の努力に感謝しています。

・いつも丁寧に対応してくださりありがとうございます。
　行事の準備なども、日々の保育に加え、行っているのでとても多忙だと思いますが、身体に気をつけてください。
　今後ともよろしくお願い致します。

・子どもの人数も多い中先生方は愛情を持って接して頂いていると思い、とても感謝しています。
　子どもも保育園が大好きなので日頃からの活動内容も充実しているんだと思います。
　何かと大変なこともあるとは思いますが、これからもよろしくお願いします。

・外間しょうこ先生、バンビ１組の先生方、本当にありがとうございます。
　イヤイヤ期が大変だった時期も、先生方が温かく受け入れてくださったおかげで安心して任せることができました。
　今では嬉しそうに先生のお話や保育園のお話もしてくれ、朝も自分から早く行こう～！と言っています。
　いつも明るく笑顔がステキな先生方に恵まれて、子どもも幸せだなぁと感じます。
　本当にありがとうございました。

・いつも笑顔いっぱいのかわいい、きれいな先生方に親子で癒されています。
　朝は子どもと先生方からパワーをもらい仕事がんばろうと思い、お迎え時は子どもと先生方の笑顔で疲れも忘れます。
　朝・夕の駐車場に立っている先生方、雨の日も寒い日も暑い日も感心します。


